
 

平成２８年 ５月１２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） 

 

組織改編および代表取締役・役員等の委嘱・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 28年 6月 29日に開催予定の第 114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、組織改編およ

び代表取締役・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 

 ・組織統制上の権限・分掌の明確化、次世代基幹人材の育成、人材の有効活用を意図した

事業部門間の再配置など、必要な改編を行う。 

(1)印刷・情報事業部 

・営業外勤部門の補強をさらに推進するため、「第三営業本部」を新設し、中部・関西営

業本部を含め、営業外勤部門を４本部体制に再編する。 

(2)ＦＰＳ本部およびエレクトロニクス製品本部 

・事業規模を鑑み、従来の事業部から本部へと変更する。 

 

Ⅱ 人 事 

１．代表取締役の委嘱（平成 28 年 6 月 29 日付予定） 

        ［新］              ［旧］ 

二瓶 春樹 取締役会長            代表取締役会長 

 

２．取締役の退任（平成 28 年 6 月 29 日付） 

        ［新］              ［旧］ 

吉崎  久 常務執行役員           取締役 常務執行役員 

印刷・情報事業部長 兼      印刷・情報事業部長 兼 

印刷・情報営業統括本部長 兼   印刷・情報営業統括本部長 

      品質保証室 管掌         品質保証室 管掌 

 

 

 

 



柳沢 一則 執行役員             取締役 執行役員 

     新聞印刷事業部          新聞印刷事業部 

新聞生産本部長 兼        新聞生産本部長 兼 

印刷・情報事業部         川越新聞工場長 兼 

        印刷・情報生産統括本部長     印刷・情報事業部 

                  印刷・情報生産統括本部長 

 

３．執行役員への昇任（平成 28 年 6 月 29 日付） 

         ［新］              ［旧］ 

石川 浩之 執行役員             理事 

管理本部長            管理本部長 兼 

                 環境管理部長 

 

４．執行役員の委嘱（平成 28 年 5 月 21 日付） 

         ［新］              ［旧］ 

辻  明成 執行役員             執行役員 

ＦＰＳ本部 担当 兼       ＦＰＳ事業部長 

技術本部 担当 

  

 入谷 伸夫 執行役員             執行役員 

印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        企画本部 担当          企画本部長 兼 

                         クロスメディア部長 

 

谷川 隆治 執行役員             執行役員 

     印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

        印刷・情報生産統括本部      印刷・情報生産統括本部 

 生産管理本部長          生産管理本部長 兼 

                  生産管理部長 

 

５．理事の異動 

 ①昇 任（平成 28 年 6 月 29 日付） 

  ［新］              ［旧］ 

  池田 昌隆 理事                

新聞印刷事業部          新聞印刷事業部 

新聞生産本部           新聞生産本部 

川越新聞工場長 兼        川越新聞工場 

新聞印刷部長           新聞印刷部長 

 

 

 

 



北川日出男 理事 

印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        第二営業本部長          第二営業本部長 

  

②異 動（平成 28 年 5 月 21 日付） 

  ［新］              ［旧］ 

小田島隆太 理事               理事 

印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        企画本部長            第一営業本部長 

 

坂本 章一 理事               理事 

印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報生産統括本部      印刷・情報生産統括本部 

        川越工場長            川越工場長 兼 

           印刷製本部長 

 

６．その他の異動（平成 28 年 5 月 21 日付） 

 ①昇 職 

  ［新］              ［旧］ 

御地合英伸 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        第三営業本部長 兼        第二営業本部 

        営業第四部長           営業第四部長 

  

関口  慎 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        第一営業本部長代行 兼      第一営業本部 

営業第二部長           営業第二部長 

  

清水  徹 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報生産統括本部 

        中部・関西営業本部長代行 兼   生産管理本部 

        名古屋支店長           プリプレスセンター 部長 

 

  伊藤 利美 ＦＰＳ本部長代行 兼       ＦＰＳ事業部 

        ＦＰＳ部長            ＦＰＳ部長 

  

 

 

 

 



 両角はるか 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        企画本部 副本部長 兼      企画本部  

        企画営業部長 兼         企画営業部長 兼 

        制作部長             制作部長 

 

柳沼 雅浩 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        第二営業本部 営業第三部長    第二営業本部 営業第三部長代行 

  

三浦  宏 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報生産統括本部      印刷・情報生産統括本部 

        草加工場 草加製造部長      草加工場 草加製造部 

          草加業務課長 

  

 今野 一馬 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報営業統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        企画本部             企画本部  

        クロスメディア部長心得      クロスメディア部 次長 

 

②異 動 

  ［新］              ［旧］ 

山崎 泰男 印刷・情報事業部         印刷･情報事業部 

印刷・情報生産統括本部      印刷･情報生産統括本部 

生産管理本部           生産管理本部長付部長 

プリプレスセンター部長 

 

岡田 明代 印刷・情報事業部         印刷・情報事業部 

印刷・情報生産統括本部      印刷・情報営業統括本部 

        生産管理本部           中部・関西営業本部長代行 兼 

生産管理部長           名古屋支店長 

         

浅利 裕一 エレクトロニクス製品本部長 兼  エレクトロニクス製品事業部長 兼 

エレクトロニクス製品部長     エレクトロニクス製品部長 

 

以 上 


