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2014 年 9 月 12 日 

 

2014 年 10 月 1 日付け 組織変更および人事異動について 

 

2014 年 10 月 1 日付け組織変更および人事異動が決定しましたのでお知らせします。 

 

１． 2015 年度経営組織について 

（１） 企画・海外事業統括、国内事業統括および総務・経理統括を新たに任命し、社長直轄とする。 

これにより、役割を明確にすると共に情報の集中と迅速かつ的確な意思決定を推進する。 

（２） 企画・海外事業統括は、企画管理本部を管理下に置き、グローバル経営戦略を迅速かつ的確 

に推進する。 

（３） 国内事業統括は、粉体システム事業本部、メンテナンスサービス事業本部、受託加工事業部 

およびマテリアル事業部の全ての国内営業部門を統括し、迅速かつ効率的な組織横断的営業活動を促

進する。 

（４） 総務・経理統括は、総務本部と経理本部を一元管理し、企業基盤の強化を推進する。 

 

２． 組織改組 

（１） 企画管理本部 企画統括部に経営企画部を設置する。 

（２） 生産統括部 購買部を廃し、大阪工場 管理部内に購買課を設置する。 

（３） 生産統括部 奈良工場 生産部を設計部と生産部に分離する。 

（４） 粉体工学研究所 企画室を廃し、開発設計室を設置する。 

 

３． 部長以上の人事異動について 

（１） 取締役・執行役員・東京支店長 

  ①異動（2014 年 10 月 1 日付け） 

新職：常務取締役 専務執行役員 企画・海外事業統括 

兼 企画管理本部 本部長 兼 国際管理部 統括部長 

旧職：常務取締役 専務執行役員 海外統括 

企画管理本部 本部長 兼 国際管理部 統括部長 

木原  均 

新職：取締役 常務執行役員 総務・経理統括 兼 経理本部 本部長 

旧職：取締役 常務執行役員 経理本部 本部長 

井上 鉄也 

 

新職：常務執行役員 粉体システム事業本部 本部長 

旧職：常務執行役員 粉体システム事業本部 副本部長 

花川 忠己 

新職：執行役員 東京支店 支店長 

旧職：執行役員 受託加工事業部 事業部長 

塚田 義員 
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新職：執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 企画統括部 統括部長 

 兼 経営企画部 部長 

旧職：執行役員 企画管理本部 企画統括部 統括部長 

須原 一樹 

新職：執行役員 粉体工学研究所 所長 兼 開発設計室 室長 

旧職：執行役員 粉体工学研究所 所長 

猪ノ木 雅裕 

新職：執行役員 粉体システム事業本部 副本部長 兼 営業統括部 統括部長 

旧職：執行役員 粉体システム事業本部 営業統括部 統括部長 

野原 伸介 

新職：執行役員 粉体システム事業本部 副本部長 兼 技術統括部 統括部長 

旧職：執行役員 粉体システム事業本部 技術統括部 統括部長 

向河原 栄 

 

  ②昇任（2014 年 10 月 1 日付け） 

新職：専務執行役員 国内事業統括 

旧職：常務執行役員 メンテナンスサービス事業本部 本部長 

前出 省三 

 

  ③新任（2014 年 10 月 1 日付け） 

新職：執行役員 受託加工事業部 事業部長 

旧職：粉体システム事業本部 営業統括部 東京営業部 部長 

馬場 武史 

新職：執行役員 メンテナンスサービス事業本部 本部長 

 兼 大阪メンテナンスサービス部 部長 

旧職：メンテナンスサービス事業本部 大阪メンテナンスサービス部 部長 

日野 厚利 

 

  ④退任（2014 年 9 月 30 日付け） 

新職：常務取締役 

旧職：常務取締役 専務執行役員 国内統括 

福永 忠道 

新職：総務・経理統括付 理事 

旧職：専務執行役員 粉体システム事業本部 本部長 

白谷 晴男 

 

新職：粉体システム事業本部 本部長付 理事 

旧職：執行役員 粉体システム事業本部 生産統括部 統括部長 

石井 興一 

新職：粉体システム事業本部 本部長付 理事 

旧職：東京支店 支店長 理事 

廣瀬 潤三 
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（２）統括部長 

  ①任命（2014 年 10 月 1 日付け） 

新職：粉体システム事業本部 生産統括部 統括部長 兼 大阪工場 工場長 

旧職：粉体システム事業本部 生産統括部 大阪工場 工場長 

立山 栄一 

 

（３）部長 

  ①任命（2014 年 10 月 1 日付け） 

新職：粉体システム事業本部 営業統括部 大阪営業部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 営業統括部 東京営業部 営業２課 課長 

出雲 俊彦 

新職：粉体システム事業本部 営業統括部 東京営業部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 営業統括部 大阪営業部 ホソカワミクロン韓国 駐在 

木南  元 

新職：粉体システム事業本部 技術統括部 大阪技術部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 技術統括部 大阪技術部 次長 

血原 隆博 

新職：粉体システム事業本部 技術統括部 東京技術部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 技術統括部 東京技術部 次長 

畠中  伸 

新職：粉体システム事業本部 生産統括部 大阪工場 管理部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 生産統括部 購買部 部長 

増川 秀明 

新職：粉体システム事業本部 生産統括部 奈良工場 工場長 兼 管理部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 生産統括部 奈良工場 工場長 兼 生産部 部長 

森谷 浩司 

新職：粉体システム事業本部 生産統括部 奈良工場 設計部 部長 

旧職：総務本部 総務人事部 部長 

神谷 昌良 

新職：粉体システム事業本部 生産統括部 奈良工場 生産部 部長 (理事) 

旧職：粉体システム事業本部 生産統括部 奈良工場 管理部 部長 (理事) 

谷  寛己 

新職：メンテナンスサービス事業本部 東京メンテナンスサービス部 部長 

旧職：粉体システム事業本部 技術統括部 東京技術部 部長 

小西 孝信 

新職：受託加工事業部 受託加工部 部長 

旧職；受託加工事業部 受託加工部 生産課 課長 

後  重幸 

新職：総務本部 総務人事部 部長 

旧職：総務本部 総務人事部 人事課 課長 

阪田 知紀 

 

以上 


