
 

平成２９年 ５月１１日 

各  位 

会社名  光村印刷株式会社 

代表者名 代表取締役社長 阿部 茂雄 

（コード：７９１６ 東証第一部） 

問合せ先 取締役経理本部長 嶋山 芳夫 

（℡ ０３－３４９２－１１８１） 

 

組織改編及び役員等の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29年 6月 29日に開催予定の第 115回定時株

主総会、並びにその後に開催する取締役会において決議されることを前提に、組織改編及び

役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ 組織改編（平成２９年６月２９日） 

(1)印刷・情報各統括本部 

・印刷・情報事業部を同営業統括本部、同生産統括本部、同業務統括本部に三分割し、

各々に担当役員を置き、社長直轄とする。 

○印刷・情報営業統括本部 

・営業部門は、従来の三本部・四部・１０課制を三本部・五部・１１課制へと改編し、

コンパクトな組織を編成することで、得意先に向けたサービス体制堅持を図る。 

・企画部門は、マーケティング戦略部を新設し、市場分析に基づいた得意先の広告宣伝・

販促活動への支援を図り、付加価値の高い製品へと受注内容の変化を期す。また、Ｐ

ＯＰ部門を生産管理部から編入し、企画制作部門との連携を強化することで店頭販促

物の受注拡大を図る。 

○印刷・情報生産統括本部 

  ・生産管理部を印刷・情報生産統括本部の直轄部門とし、中間組織である生産管理本部 

を廃止する。 

・川越・草加工場に工務課を新設し、下版以降の進行管理・外注管理を工場側で行うこ

とにより内作率の向上を図る。これにともない、本社側の生産管理部では営業対応の

窓口業務、全体の進捗管理、下版以前までの実務を分掌させる。 

(2)新聞印刷事業部 

・新聞印刷事業部の新聞営業本部及び新聞生産本部の本部制を廃止し、新聞営業部及び

川越新聞工場は同事業部の直轄部門とする。 

 

(3)購買本部・技術本部等 

・購買本部を新設し、経理本部から購買部及び施設部を移管する。 

 ・技術本部は、新商品開発課を産業資材開発課と改称し、草加工場に常駐者を配置する



ことにより、ビジネスフォーム関連製品の新たなニーズへの対応を期す。また、ＦＰ

Ｓ技術開発課をエレクトロニクス技術課と改称し、タッチパネル以外の分野へ向けた

業務領域の拡大を期す。 

Ⅱ　人事 （平成29年6月29日）
1、取締役の退任

二　瓶　春　樹 相談役 取締役会長

2、監査役の就任

吉　崎　　久 常勤監査役 常務執行役員
　印刷・情報事業部　事業部長　兼
　　印刷・情報営業統括本部
　　　　　　　　　　統括本部長　兼
　品質保証室　管 掌

3、執行役員の昇任・委嘱（異動）等

阿　部　茂　雄 代表取締役社長　社長執行役員 代表取締役社長　社長執行役員
 　経営企画本部　本部長

齋　藤　淳　一 取締役　専務執行役員 取締役　常務執行役員
　経営企画本部　本部長　兼 　新聞印刷事業部　事業部長　兼
　購買本部　管 掌　兼 　　新聞営業本部　営業本部長
　品質保証室　管 掌

嶋　山　芳　夫 取締役　常務執行役員 取締役　上席執行役員
　経理本部　本部長　兼 　経理本部　本部長　兼
　管理本部　管 掌　兼   　経理部　　部長　兼
　関連会社担当 　関連会社担当

北　條　文　雄 取締役　常務執行役員 取締役
　新聞印刷事業部　事業部長

辻　　　明　成 上席執行役員 執行役員
　ＦＰＳ本部　本部長　兼 　ＦＰＳ本部　担 当　兼
　技術本部　　本部長 　技術本部　　担 当

檜　垣　　浩 執行役員 執行役員
　印刷・情報業務統括本部 　印刷・情報事業部
　　統括本部長　兼 　　印刷・情報営業統括本部
　　　業務統括部　部 長 　　　営業業務本部　業務本部長　兼

　　　　営業業務部　部 長
柳　沢　一　則 顧　問 執行役員

　新聞印刷事業部 　新聞印刷事業部
　　新聞生産本部　生産本部長　兼
　印刷・情報事業部
　 印刷・情報生産統括本部 統括本部長

谷　川　隆　治 群馬高速オフセット株式会社 執行役員
　取締役 　印刷・情報事業部
（就任日は同社の総会日を予定） 　　印刷・情報生産統括本部

　　　生産管理本部　生産管理本部長

4、執行役員への昇任

池　田　昌　隆 執行役員 理　事
　新聞印刷事業部　 　新聞印刷事業部
　　川越新聞工場　工場長 　　新聞生産本部　川越新聞工場

　　　工場長　兼　　　　　　　
　　　　新聞印刷部　部長

小田島　隆　太 執行役員 理　事
　印刷・情報営業統括本部 　印刷・情報事業部
　　統括本部長 　　印刷・情報営業統括本部

　　　企画本部　企画本部長
坂　本　章　一 執行役員 理　事

　印刷・情報生産統括本部 　印刷・情報事業部
　　統括本部長 　　印刷・情報生産統括本部

　　　川越工場　工場長
伊　東　康　博 執行役員 顧　問

　購買本部　本部長 　

氏　　名 新 旧

氏　　名 新 旧

氏　　名

旧

新 旧

氏　　名 新

 



 

5、理事への昇任・委嘱（異動）等

松　本　大　助 理　事
　経営企画本部 　経営企画本部
　　社長室　室長 　　社長室　室長

渋　谷　祐　介 理　事 出向
　印刷・情報生産統括本部 株式会社光村プロセス　 代表取締役社長
　　川越工場　工場長 　

髙　瀬　　勇 理　事
　購買本部 経理本部
　　施設部　部長 　　施設部　部長

南　井　克　巳 嘱　託 理　事
　品質保証室　担 当 　印刷・情報事業部
　　 　　印刷・情報生産統括本部

　　　統括本部長付　兼
　品質保証室　担 当

6、その他の異動

林　野　浩　芳 出　向 管理本部

光村商事倉庫株式会社 　　　総務部　　　　　　部 長  

村　井　敏　之 管理本部 管理本部

　　　総務部　　　　　　部 長  　　　総務部　　　　　　次 長　

両　角　はるか 印刷・情報営業統括本部 印刷・情報事業部
　企画本部　　　　 企画本部長　兼 　印刷・情報営業統括本部
　　　ＰＯＰ部　　　　  部 長　 　　企画本部　　 企画副本部長　兼

　　　企画営業部　　　　部 長　兼 

　　　制作部　　　　　　部 長     

桐　山　淳　一 技術本部 技術本部

　　　　　　　　　　 　 副本部長 兼 　　　　　　　　　　　 本部長　兼

　　　技術開発部　　　  部 長 　　　技術開発部　　　 部 長

Ⅲ　人事 （平成29年4月27日）　新所属は6/29の所属名称にて表記

吉　川　明　男 印刷・情報生産統括本部 印刷・情報事業部
　　草加工場　　　　　 　印刷・情報生産統括本部
　　　　　　　　　　　　工場長 　　草加工場　　　 　　 工場長代行

中　村　敏　之 新聞印刷事業部 新聞印刷事業部
　　川越新聞工場 　新聞生産本部　川越新聞工場
　　　新聞印刷部　　　　部 長 　　　新聞印刷部　　　　次 長

村　川　武　彦 印刷・情報生産統括本部　 印刷・情報事業部
　　川越工場　 　印刷・情報生産統括本部　
　　　川越製造部　　　　部 長 　　川越工場　印刷製本部
　 　　　　　　　　　　　　次 長　兼

　　　　枚葉印刷課　　  課 長
藤　川　和　典 経理本部 経理本部

　　　経理部　　　　　　部 長　兼 　　　経理部　　　　　　次 長　兼
　　　　財務課　　　　　課 長 　　　　財務課　　　　　課 長

宮　尾　良　昭 印刷・情報営業統括本部　 印刷・情報事業部
　　第二営業本部　営業第四部 　印刷・情報営業統括本部　
　　　　　　　　　　    部長代行 　　第二営業本部　営業第三部

　　　　営業６課　　  　課 長
鈴　木　星　司 印刷・情報営業統括本部　 印刷・情報事業部

　　第三営業本部　営業第五部 　印刷・情報営業統括本部　
　　　　　　　　　　    部長代行 　　第三営業本部　営業第四部

　　　　営業９課　　  　課 長
竹　内　和　人 印刷・情報生産統括本部　 印刷・情報事業部

　　　生産管理部 　印刷・情報生産統括本部　
　　　　　　　　　　    部長代行 　　生産管理本部　生産管理部長付

　　（外注担当）　　  　課 長
今　野　一　馬 印刷・情報営業統括本部 印刷・情報事業部

　　企画本部　 　印刷・情報営業統括本部
　　　マーケティング戦略部 　　企画本部　
　　　　　　　　　　　　部長代行　兼　 　　　クロスメディア部　 部長心得　兼　
　　　　開発課　　　　　課 長　兼 　　　　クロスメディア課 課 長
　　　　クロスメディア課　課 長

氏　　名 新 旧

旧新氏　　名

氏　　名 新 旧

 



 

岡　田　明　代 印刷・情報生産統括本部 印刷・情報事業部
　　草加工場長付 　印刷・情報生産統括本部
　　　　　　　　　　　　部 長 　　生産管理本部　

　　　生産管理部　　　　 部 長
三　浦　　宏 印刷・情報生産統括本部 印刷・情報事業部

　　草加工場　 　印刷・情報生産統括本部
　　　草加製造部　　　　部 長 　　草加工場　

　　　草加製造部　　　　 部 長　兼
　　　　ＢＦ加工課　　 　課 長
　　　　　　　　　　　　　　　　以　上  


