2018年3月1日
共同印刷株式会社 コーポレートコミュニケーション部

共同印刷株式会社（7914）

報道資料
問い合わせ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 杉山 毅

電話 03-3817-2525

対外公表日：2018年3月1日（木）17：00
1.人事異動
（発令日：2018年3月1日）
新

職

旧

職

継 続 職

氏

名

[ビジネスメディア事業部]
▽ビジネスメディア事業部 製品サービス設計本部長

(ビジネスメディア事業部 品質保証部長)

小島 秀夫

（発令日：2018年4月1日）
新

職

旧

職

継 続 職

氏

名

[法務部]
▽法務部長

(人事部人材開発課長)

新井 妙子

(総合企画部)

助田 弘志

(トータルソリューションオフィス システム企画部長)

柴田 孝一

▽ＩＴ統括本部 ＩＴ企画部長

(ＩＴ統括部)

北野 厚

▽ＩＴ統括本部 ＩＴシステム推進部長

(共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社出向)

守屋 博之

▽ＩＴ統括本部 ＩＴ技術開発部長

(技術開発本部 情報通信技術部長)

滝口 祐美

(出版情報事業部 第一営業本部 第一部長)

服部 公俊

▽情報メディア事業部 第一営業本部 第一部長

(出版情報事業部 営業推進部)

粕谷 智章

▽情報メディア事業部 第一営業本部 第二部長

(出版情報事業部 第二営業本部 第四部 第七課長)

林崎 雄史

▽情報メディア事業部 第三営業本部長

（プロモーションメディア事業部 営業本部長)

沢崎 久賢

▽情報メディア事業部 第三営業本部 第五部長

（ＳＰ＆ソリューションセンター 企画プロデュース部長)

横田 恒

▽情報メディア事業部 第三営業本部 第六部長

(出版情報事業部 営業推進部)

長谷川 明人

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第一部長)

吉田 雄三

▽プロモーションメディア事業部 営業本部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第四部長)

石堂 昌克

▽プロモーションメディア事業部 営業本部 第一部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第二部長)

間宮 敦

▽プロモーションメディア事業部 営業本部 第二部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第二部 第五課長)

丸山 貴也

▽プロモーションメディア事業部 ソリューション本部長 兼 事業開発部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 営業推進部長)

梶田 英行

▽プロモーションメディア事業部 ソリューション本部 第一部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第三部長)

中野 秀治

▽プロモーションメディア事業部 ソリューション本部 第二部長

(ＳＰ＆ソリューションセンター メディアクリエイティブ部長)

清水 直紀

▽プロモーションメディア事業部 制作本部長

(ＳＰ＆ソリューションセンター室長 兼 製造企画部長)

西山 毅彦

▽プロモーションメディア事業部 制作本部 メディアクリエイティブ部長

(ＳＰ＆ソリューションセンター 企画プロデュース部)

和田 直樹

▽プロモーションメディア事業部 制作本部 システムソリューション部長

(ＳＰ＆ソリューションセンター システムソリューション部長)

中曽根 康幸

▽プロモーションメディア事業部 制作本部 製造企画部長

(ＳＰ＆ソリューションセンター 店頭メディア部長)

北島 和則

(情報コミュニケーション製造事業部製造本部長 兼 小石川工場長)

正木 次男

▽セキュリティテクノロジーセンター室長 兼 技術部長

(技術開発本部副本部長)

上野 浩一

▽セキュリティテクノロジーセンター販売促進部長

(ＩＣ事業推進センター 販促企画部)

中山 隆

▽セキュリティテクノロジーセンター開発部長

(ＩＣ事業推進センター 商品企画部長)

藤澤 均

▽ビジネスメディア事業部 事業開発部長

(ビジネスメディア事業部 第二営業本部 営業推進部長)

湯口 英樹

▽ビジネスメディア事業部 品質保証部長

(ビジネスメディア事業部 製品サービス設計本部 カスタマーサービス部長)

[人事部]
▽人事部働き方改革推進室長

[ＩＴ統括本部]
▽ＩＴ統括本部長

［情報コミュニケーション事業本部］
▽情報コミュニケーション事業本部 品質保証部長

［情報メディア事業部］

［プロモーションメディア事業部］
▽プロモーションメディア事業部 営業推進部長

［情報コミュニケーション製造事業部］
▽情報コミュニケーション製造事業部副事業部長 兼 業務部長

［セキュリティテクノロジーセンター］

［ビジネスメディア事業部］

山岡 政彦
(ビジネスメディア事業部 製品サービス設計本部
カスタマーサービス部 カスタマーサービス第二課長)

▽ビジネスメディア事業部 製品サービス設計本部 カスタマーサービス部長

堀江 博

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 製造企画部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 川島ソリューションセンター第六課長)

小山 拓

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 川島ソリューションセンター長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 製造企画部長)

越川 衛一

※以下の役員人事７件は、昨日（2月28日）15：00に東京証券取引所にて適時開示した内容です。念のため再掲いたします。

（2018年3月31日付）
新

職

▽退任

旧

職

継 続 職

(上席執行役員 全社IT統括)

氏

名

今村 敏夫

（2018年4月1日付）
▽専務執行役員

(常務執行役員 生活・産業資材事業本部長)

▽総合企画部長

(取締役)

清水 市司

(取締役 常務執行役員 経営企画本部長)

渡邉 秀典

▽常務執行役員 生活・産業資材事業本部長

(上席執行役員)

(包装事業部長)

里村 憲治

▽上席執行役員 技術開発本部長

(執行役員)

(技術開発本部長）

仲田 宏治

▽情報メディア事業部長

(出版情報事業部長)

(執行役員)

岩田 淳一

▽執行役員 経理部長

(法務部長)

土井 晴之

▽執行役員 ビジネスメディア事業部副事業部長

(総合企画部長)

大橋 輝臣

※2ページ目に2018年4月1日付の「主な組織改正」に関する記載がございます。
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問い合わせ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 杉山 毅

電話 03-3817-2525

対外公表日：2018年3月1日（木）17：00

２．主な組織改正
（2018年4月1日付）
[出版情報事業部]
[プロモーションメディア事業部]

[情報コミュニケーション製造事業部]
[IC事業推進センター]

[ビジネスメディア事業部]
[IT統括本部]
[人事部]

・出版情報事業部を「情報メディア事業部」に改称
・改称した情報メディア事業部に、「第三営業本部」を新設し、「第五部」、「第六部」を設置
・プロモーションメディア事業部とSP & ソリューションセンターを統合し、組織名称は「プロモーションメディア事業部」を継承
・プロモーションメディア事業部に、「ソリューション本部」、「制作本部」、「事業開発部」を新設
・プロモーションメディア事業部に新設したソリューション本部に、「第一部」、「第二部」を設置
・プロモーションメディア事業部に新設した制作本部に、「メディアクリエイティブ部」、「システムソリューション部」、「製造企画部」を設置
・プロモーションメディア事業部の「営業本部 営業推進部」を、同事業部の直下に置き、「営業推進部」とする
・情報コミュニケーション製造事業部に「業務部」を新設
・IC事業推進センターを「セキュリティテクノロジーセンター」に改称
・IC事業推進センターの「販促企画部」を、セキュリティテクノロジーセンターの「販売促進部」に改称
・IC事業推進センターの「商品企画部」を、セキュリティテクノロジーセンターの「技術部」に改称
・改称したセキュリティテクノロジーセンターに、「開発部」を新設
・ビジネスメディア事業部の「第二営業本部 営業推進部」を、同事業部の直下に置き、「事業開発部」と改称
・「IT統括本部」を新設
・新設したIT統括本部に、「IT企画部」、「ITシステム推進部」、「IT技術開発部」を新設
・人事部に「働き方改革推進室」を新設

共同印刷株式会社

