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                                                                            ２０１８年３月２０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  管理本部人事部長 増田 哲典 

    (Tel.０８０－３４６９－６９４４) 

 

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 （２０１８年４月 1 日付） 

１． 管理本部の組織変更 

（１） 環境・安全統括室の新設 

   環境・安全担当役員付を環境・安全統括室に改称する。 

（２） ＳＣＭ総部の廃止 

    これまで管理本部ＳＣＭ総部が全社横断的に行ってきた最適なＳＣＭシステム構築および機能強化のた

めの事業部支援については、今後、管理本部全体で担うこととし、ＳＣＭ総部を発展的に廃止する。これに

より、管理本部ＳＣＭ総部の管材ＳＣＭ部および樹脂ＳＣＭ部は廃止し、購買部は管理本部の直下とす

る。 

 

２． 管材システム事業部の組織変更 

（１） 環境安全・ＣＳ品質部の新設 

    管材システム事業部全体の環境安全および品質管理全般を担う組織として、管材システム事業部の直

下に環境安全・ＣＳ品質部を新設する。 

（２） 管材製造所の組織変更 

管材製造所の延岡地区の製造革新を推進する組織として、管材製造所にＮＫ推進部を新設する。 

  

３． 樹脂事業部の組織変更 

 （１） CS 品質（樹脂）推進部の新設 

    樹脂部門の原料調達から製品納入までの品質を各工程で創り込む品質保証体系のスパイラルアップ、

および原料を含む電材樹脂の検査業務を目的に、樹脂事業部直下の組織としてＣＳ品質(樹脂)推進グル

ープをＣＳ品質(樹脂)推進部に改称する。 

（２） 海外事業推進部の新設および海外事業管理部の廃止 

海外事業展開の戦略立案および事業推進を目的に海外事業推進部を新設し、以下の組織を所管す

る。 

① 開 発 グループ、②旭 有 機 材 樹 脂 （南 通 ）有 限 公 司 、③ASAHI MODI MATERIALS PRIVATE 

LIMITED、④ASAHI YUKIZAI MEXICO S.A. de C.V. 

     なお、これにより、海外事業管理部は廃止する。 

（３） 事業企画部の新設 

樹脂事業の企画業務および海外現地法人の経営サポートおよび輸出貿易実務を担う組織として樹脂
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事業部直下に事業企画部を新設する。 

（４） 愛知工場ＳＣＭ課の新設および樹脂製造所ＳＣＭ部の廃止 

   樹脂製造所愛知工場にＳＣＭ課を新設し、また同課に調達グループを新設する。 

   これにより、樹脂製造所ＳＣＭ部および同部購買グループを廃止するとともに、同部が所管する生産工

程グループ、物流グループ、東京業務グループは、樹脂製造所愛知工場ＳＣＭ課に移管する。 

 

人事異動 （２０１８年４月１日付） 

 

新     職 旧     職 継  続  職 氏   名 

社長付 
専務執行役員（3/31 付退任） 

管理本部長 
取締役 木下 全弘 

管理本部長 

（兼）環境・安全統括室長 
管理本部 SCM 総部長 執行役員 鮫島 修 

管理本部 経営企画室長 管材ｼｽﾃﾑ事業部 技術部長  興梠 英裕 

管理本部 購買部長 管理本部 SCM 総部 購買部長  浜崎 芳忠 

管材ｼｽﾃﾑ事業部長 

（兼）旭有機材商貿(上海)

有限公司 董事長 

（兼）旭有機材閥門設備(上

海)有限公司 董事長 

管理本部 経営企画室長 取締役執行役員 末留 末喜 

アビトップ株式会社 代表

取締役社長 

（兼）管材ｼｽﾃﾑ事業部次

長 

旭有機材商事株式会社 取締

役副社長 
執行役員 柳澤 真 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 環境安

全・CS 品質部長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 CS 品質（管

材）推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 野々垣 暢人 

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 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営

業部長 
 海野 寛行 

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 
井上 亙 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV 営

業第一部長 
 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 AV 営業第一

部 東京営業所長 
吉田 毅 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製

造所 NK 推進部長 

（兼）管材ｼｽﾃﾑ事業部 管

材製造所 NK 推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

NK ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

施設・保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
森 智徳 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製

造所 延岡製造部長 

（兼）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 成形課長 
 脇田 昭治 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 技術部

長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 技術部 開

発改良ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 甲正 健二 

樹脂事業部 海外事業推

進部長 

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 

 日高 一仁 
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樹脂事業部 事業企画部

長 

樹脂事業部 海外事業管理部 

業務・営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 火宮 俊洋 

樹脂事業部 樹脂製造所 

愛知工場次長 

（兼）樹脂事業部 CS 品質

（樹脂）推進部長 

樹脂事業部 CS 品質（樹脂）推

進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 松本 泰宏 

樹脂事業部 樹脂製造所 

栃木工場長 

管材ｼｽﾃﾑ事業部 管材製造所 

延岡製造部長 
 三上 雅広 

顧問 社長付（4/2 付） 

執行役員（3/31 付退任） 

旭有機材商事株式会社 代表

取締役社長 

 齊郷 敏彦 

 

以 上 


