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                                                                            ２０１７年３月１７日 

各 位                       

 会 社  名  旭有機材株式会社 

代表者名 代表取締役社長 藤原 孝二 

（コード番号４２１６ 東証 1 部） 

問合せ先  総務・人事部長 上荷田 洋一 

     (Tel.０３－３５７８－６００１) 

 

当社の組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

当社の組織の一部変更および人事異動（４/１付）につきまして、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

組織の変更 （２０１７年４月 1 日付） 

１． 管理本部の組織変更 

（１） 環境安全・コンプライアンス室の廃止、および法務・コンプライアンス室、環境・安全担当の新設 

環境安全・コンプライアンス室のコンプライアンス管理業務機能を社長直轄とするとともに環境・安全管

理業務機能は環境・安全担当役員の直轄とする。 

これにより、環境安全・コンプライアンス室を廃止し、法務・コンプライアンス室および環境・安全担当を新

設する。 

また、管理本部経営企画室法務グループを廃止し、その機能を法務・コンプライアンス室に移管する。 

（２） 総務・人事部の廃止、および総務部、人事部の新設 

総務関連業務と人事関連業務のそれぞれの機能強化を図るため、総務・人事部を廃止し、総務部と人

事部を新設する。これにより総務関連業務機能は総務部が、人事関連業務機能は人事部が担当する。ま

た、人事部に人事グループを新設するとともに、旧総務・人事部の延岡総務・勤労グループは人事部が所

管する。 

（３） ＳＣＭ総部の新設 

事業部、当社グループにおける最適なＳＣＭシステムの構築と機能強化を目的として、管理本部にＳＣ

Ｍ総部を新設する。 

① 管理本部購買部は、ＳＣＭ総部の所管とする。 

② ＳＣＭ総部に管材ＳＣＭ部、樹脂ＳＣＭ部を新設し、全社横断の視点からＳＣＭ機能の解析、業務改革 

の立案、経営戦略、事業部方針・活動を支援し、管材システム事業部および樹脂事業部と連携し、ＳＣ

Ｍ機能の向上を図る。 

 

２． 管材システム事業部の組織変更 

（１）営業促進・業務部およびソリューション営業部の組織再編 

管材システム事業部の販売促進業務および顧客からの問合せ対応窓口業務ならびに顧客情報を活用

した営業支援業務の機能強化を目的として、以下の組織変更を行う。 

① 営業促進・業務部を営業支援部に改称する。 

② 旧営業促進・業務部の業務グループを営業支援部販売管理グループに改称する。 

③ ソリューション営業部のコンタクトセンターを営業支援部に移管する。 

④ 旧営業促進・業務部のプロモーショングループをソリューション営業部に移管する。 
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（２） 管材製造所の組織変更 

① 管理本部経理・財務室延岡グループの機能のうち、管材製造所スタッフ業務の位置づけを明確にする

ため、管材製造所に管理グループを新設する。 

② 管材製造所の延岡地区の製造革新を推進するため、管材製造所にＮＫプロジェクト推進グループを新

設する。 

（３） エンジ・ＰＰ部の組織変更 

エンジ・ＰＰ部のメンテナンスおよび請負工事事業に技術部メンテナンス事業化グループで培ってきた配

管劣化診断技術の発展的活用を図るため、技術部メンテナンス事業化グループの機能を移管し、以下の

組織変更を行う。 

① エンジニアリングに加えてカスタマーサービスの強化を狙い、エンジ・ＰＰ部の名称をエンジニアリングサ

ービス部に改称する。 

② 社外製造協力組織および柵内協力業者の製造能力強化を図るため、製造グループを製造管理グル

ープに改称する。 

③ 新製品の開発および基盤技術の向上を図るため、設計技術グループを技術開発グループに改称する

とともに配管診断技術の構築を図る。 

④ メンテナンスを含めた総合的な案件対応を目指すため、工事管理グループを工事・診断グループに改

称する。 

（４） 技術部の組織変更 

① 技術部メンテナンス事業化グループの機能をエンジニアリングサービス部に移管することにより、技術

部メンテナンス事業化グループを廃止する。 

② 新市場開拓（医療・食品分野）および次世代バルブの開発を推進するため、市場開発グループを新設

する。 

（５） 旭有機材閥門設備（上海）有限公司および旭有機材商貿(上海)有限公司の所管変更 

旭有機材閥門設備（上海）有限公司および旭有機材商貿(上海)有限公司を AV グローバル推進部の

所管から管材システム事業部の直轄とする。 

 

３． 樹脂事業部の組織変更 

樹脂事業の拡販と組織の効率化および機能強化を目的として、以下の組織変更を行う。 

（１） 素形材営業部の組織変更 

高機能材料営業部の工業用樹脂担当業務を素形材営業部に移管し、工業用樹脂担当を新設する。 

（２） 高機能材料営業部電子材料グループおよび成形材料グループの新設 

高機能材料営業部の電子材料担当および成形材料担当の責任と権限を明確にするため、高機能材

料営業部に電子材料グループと成形材料グループを新設する。なお、同営業部の工業用樹脂担当業務

は、素形材営業部に移管する。 

（３） 樹脂製造所の組織変更 

① 管理本部経理・財務室愛知グループの機能のうち、樹脂製造所スタッフ業務の位置づけを明確にする

ため、樹脂製造所に管理グループを新設する。 

② 樹脂製造所の生産技術グループと施設グループを統合して施設・生産技術グループとし、樹脂事業

部および関連子会社の設備新設の設計・管理、既存設備の改善、生産システムの改善を行う。 

③ 愛知工場製造課検査係に愛知工場の生産技術業務を加えるため、名称を検査・技術係に改称する。 

④ 発泡製品の受発注・外注、製品在庫の最適化、購買・物流コスト低減を図るため、発泡材料営業部業

務グループの機能を樹脂製造所ＳＣＭ部へ移管する。 

これにより発泡材料営業部の業務グループを廃止し、ＳＣＭ部に東京業務グループを新設する。 
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人事異動 （２０１７年４月１日付） 

 

新     職 旧     職 継  続  職 氏   名 

社長付 
常務執行役員（3/31 付退任） 

技術開発統括 
取締役 富永 恭爾 

理事 

法務･コンプライアンス室長 

管理本部 経営企画室 法務ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ長 
 藤田 正彦 

管理本部 総務部長 
管材ｼｽﾃﾑ事業部 営業促進・

業務部長 
理事 藤岡 剛之 

管理本部 人事部長 
管理本部 総務・人事部 総務･

人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 増田 哲典 

管理本部 経理・財務室長 
管理本部 経理・財務室 延岡

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 柳沢 進一 

管理本部 ＳＣＭ総部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

ＳＣＭ部長 

（兼）管理本部 購買部長 

執行役員 鮫島 修 

管理本部 ＳＣＭ総部 

購買部長 
管理本部 購買部  浜崎 芳忠 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

管材製造所長 

 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

推進部長 

（兼）ASAHI ASIA PACIFIC 

PTE.LTD. 社長 

 

執行役員 

管材ｼｽﾃﾑ事業部次長 

（兼）管材ｼｽﾃﾑ事業部 ﾀﾞｲﾏﾄﾘ

ｯｸｽｼｽﾃﾑ部長 

（兼）ASAHI KOREA CO., LTD 

社長 

大西 勝弘 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営

業部 市場開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営

業部 自動弁営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
海野 寛行 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

営業支援部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV 営業第

二部 名古屋営業所長 
 奈須 徹 

管材システム事業部 

ＡＶ営業第二部長 
 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV 営業第

二部 大阪営業所長 
岩本 剛 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

AV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進部長 

（兼）ASAHI ASIA PACIFIC 

PTE.LTD. 社長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

推進部 開発営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

推進部 CS ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
日高 一仁 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造

所 ＳＣＭ部長 

（兼 ）管 理 本 部  ＳＣＭ総 部 

管材ＳＣＭ部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

ＳＣＭ部 物流ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 馬崎 圭史 

理事  管材ｼｽﾃﾑ事業部 技術部長 興梠 英裕 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 技術部 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業化ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 森竹 明雄 

旭有機材商事株式会社 

取締役副社長 

管材システム事業部 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 
執行役員 柳澤 真 

旭有機材商事株式会社 

取締役 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

AV 営業第二部長 
 甲斐 貞行 

旭有機材閥門設備(上海)有

限公司 董事 総経理 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 

ｴﾝｼﾞ・PP 部長 
 首藤 健 
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新     職 旧     職 継  続  職 氏   名 

ｴｰｵｰｼｰｱｾﾝﾌﾞﾙ株式会社 

社長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

延岡製造部 加工課長 
 牧野 芳通 

樹脂事業部長 素形材事業部次長 

執行役員 

（兼）ASAHI MODI 

MATERIALS PRIVATE 

LIMITED 社長 

（兼）ASAHI YUKIZAI MEXICO 

S.A. de C.V. 社長 

髙橋 浩雄 

樹脂事業部 

樹脂技術開発部長 
 

執行役員 

樹脂事業部次長 

（兼）樹脂事業部 高機能材料

営業部長 

山本 順一 

樹脂事業部 樹脂製造所長 

（兼）樹脂事業部 樹脂製造

所 愛知工場長 

 

環境安全･コンプライアンス室長 理事 櫛間 靖博 

樹脂事業部 樹脂製造所 

栃木工場長 

樹脂事業部 樹脂技術開発部

長 
 浅井 啓二 

樹脂事業部 樹脂製造所 

ＳＣＭ部長 

（兼）管理本部 ＳＣＭ総部 

樹脂ＳＣＭ部長 

樹脂事業部 樹脂技術開発部 

素形材技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 奥山 賢一郎 

顧問 社長付 
執行役員（3/31 付退任） 

樹脂事業部長 
 長田 光巨 

顧問 社長付 

執行役員（3/31 付退任） 

管材ｼｽﾃﾑ事業部次長 

（兼）管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製

造所長 

 原田 徳房 

顧問 社長付 
執行役員（3/31 付退任） 

管理本部 総務・人事部長 
 上荷田 洋一 

樹脂事業部長付 

理事（3/31 付退任） 

樹脂事業部 樹脂製造所長 

（兼）樹脂事業部 樹脂製造所 

愛知工場長 

 甲斐 秀人 

 

 

人事異動 （２０１７年６月２２日定時株主総会に付議） 

 

新     職 旧     職 継  続  職 氏   名 

顧問 取締役  富永 恭爾 

 取締役監査等委員  宮本 智司 

取締役  
執行役員 

管理本部 経営企画室長 
末留 末喜 

取締役監査等委員   藤田 尚充 

 

以 上 


