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報道各社 各位 

2017年 9月 14日 

 
代表取締役社長  

田中 稔彦    
 

組織の変更並びに人事異動のお知らせ 

 

金剛株式会社は、このたび組織の新設及び変更並びに人事異動を決定し、これに伴う人事発令を 2017

年 9月 21日付で実施します 

 

震災からの復興推進を事業の柱に 

 

金剛株式会社では、第 68期始業にあたり組織の見直しと人事異動を発令します。 

昨年の熊本地震で自社の設備や製品に大きな被害を受け、事業の立て直しが急務とされる中で、既存本部

である「営業本部」「管理本部」「製造本部」の上位に位置する「復興推進本部」を新設します。自社の復

興だけでなく、地域の復興、経済の復興等「創造的復興」を形あるものにするため、復興推進に最優先で取

り組み、会社全体の舵取りを果たす組織として位置付けます。 

復興推進本部には「戦略室」「復興室」「システム室」「建設室」を設置し、既存の各本部を統率しなが

ら、強力に復興事業を立案、推進してまいります。復興推進本部の本部長には代表取締役社長の田中稔彦が

兼務、同副本部長には取締役に昇任した永野章が就任します。 

なお、第 68期中の 2018年春には熊本県上益城郡嘉島町に最先端の技術を導入した第２工場が完成し、当

社の特徴である地震対策技術を用いた製品群をさらに充実させます。加えて、これまで築いてきた信用と知

見に基づき、サービス・営業力の強化を図り、被災地域の復興の象徴となる企業を目指します。 

 

 

組織人事の特徴 

 

（１）取締役及び執行役員人事（変更のみ） 

  ・代表取締役社長 田中稔彦が復興推進本部本部長を兼務 

・取締役執行役員管理本部本部長 永野章が取締役復興推進本部副本部長に就任 

  ・製造本部副本部長 福田成雪が執行役員管理本部本部長就任 

 

（２）復興推進本部の新設 

・「営業本部」「管理本部」「製造本部」の上位に「復興推進本部」を位置づけ、復興推進本部の統率

のもとに三本部が業務を執行する 

・復興推進本部には、「戦略室」「復興室」「システム室」「建設室」を設置し、第２工場を核とし

た復興推進事業の立案、推進を担う 
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（３）製造本部の組織見直し 

・製造本部に業務本部を統合する 

・研究、開発、提案、設計、製造、施工、アフターサービスといったそれぞれのフェーズにおける情報

を共有し、一貫したサービス提供が可能な体制を強化する 

 

（４）営業本部内 西日本エリアの支店長交代と営業支援・営業企画機能の充実 

・市場ニーズに沿った提案力向上により競争力強化を狙う 

 

人事異動(取締役) 

氏名 新職 旧職 

田中 稔彦 
代表取締役社長 

兼復興推進本部本部長 
代表取締役社長 

北野 秀和 専務取締役（東京駐在、営業本部担当） 専務取締役（東京駐在） 

植木 雅洋 常務取締役（管理本部担当） 常務取締役 

宮野 孝幸 取締役九州支社支社長 
取締役（営業本部担当） 

九州支社支社長 

中村 卓也 取締役（製造本部担当） 取締役（建設部担当） 

永野 章 取締役復興推進本部副本部長 

取締役執行役員 

（管理本部本部長 

兼関連事業部事業部長） 

   
人事異動(執行役員) 

氏名 新職 旧職 

小田部 隆 執行役員製造本部本部長 
執行役員製造本部本部長 

兼業務本部本部長 

福田 成雪 執行役員管理本部本部長 
製造本部副本部長 

（金属製品部、事業部、事業開発部担当） 
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人事異動(副本部長)   

※GL＝ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(部長級)  TL＝ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

氏名 新職 旧職 

宮村 大輔 

東日本支社長 

兼製造本部副本部長 

（施工部門東日本担当） 

兼東日本施工管理グループ GL 

業務本部副本部長（施工部門東京担当） 

兼施工監理グループ GL 

北村 徹 
復興推進本部システム室室長 

（副本部長待遇） 

業務本部副本部長 

（設計デザインセンター担当） 

兼統合システム推進室室長 

堀 博典 

復興推進本部復興室室長 

（副本部長待遇） 

兼営業本部副本部長 

管理本部復興計画室副室長（復興担当） 

（グループ長待遇） 

高津 英文 

管理本部副本部長 

兼総務・人事グループ GL 

兼品質保証室室長 

管理本部副本部長 

（総務・人事グループ、法務グループ、  

品質保証室担当） 

兼総務・人事グループ GL 

兼品質保証室室長 

松山 伸廣 営業本部副本部長 
営業本部副本部長 

兼熊本・南九州支店支店長 

田村 哲郎 

製造本部副本部長 

（製品設計部、特殊製品部担当） 

兼製品設計部グループ長 

製造本部副本部長 

（生産設計部、特殊製品部担当） 

兼生産設計部グループ長 

兼生産設計グループ GL 

中山 利久 

製造本部副本部長 

（生産部、生産技術部担当） 

兼生産技術部グループ長 

兼生産技術グループ GL 

製造本部副本部長（管理部担当） 

兼管理部グループ長 

兼製造・品質管理グループ GL 

兼品質管理検査チーム TL 

兼生産技術チーム TL 

中尾 公一 

製造本部副本部長 

（施工部門西日本担当） 

兼西日本施工管理グループ GL 

業務本部副本部長（施工部門本社担当） 

兼施工・サービスグループ GL 

大野 聡 

製造本部副本部長 

（管理部、開発・コスト管理部、事業部  

担当） 

兼管理部グループ長 

兼開発・コスト管理部グループ長 

兼開発・コスト管理グループ GL 

製造本部事業開発部グループ長 

兼開発グループ GL 
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人事異動   

※GL＝ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(部長級)  TL＝ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

氏名 新職 旧職 

鹿井 一宏 

復興推進本部戦略室室長 

（グループ長待遇） 

兼製造本部事業部グループ長 

兼見積グループ GL 

製造本部事業部グループ長 

兼事業管理グループ GL 

兼積算チーム（製品金属関係）TL 

矢賀部 仁 
復興推進本部戦略室副室長 

（TL待遇） 

管理本部復興計画室副室長（戦略担当） 

（TL待遇） 

倉野尾 祐司 
復興推進本部システム室副室長 

（GL待遇） 
統合システム推進室副室長（GL待遇） 

吉田 幸彦 
復興推進本部システム室 

システムチーム TL 

統合システム推進室 

統合システムチーム TL 

緒方 淳一 
復興推進本部建設室室長（建設担当） 

（GL待遇） 
製造本部建設部 GL（建設担当） 

山本 浩徳 

管理本部財務グループ GL 

兼経理チーム TL 

兼総務・人事グループ人事チーム 

管理本部財務グループ経理チーム TL 

兼総務・人事グループ人事チーム 

田中 俊任 
管理本部財務グループ 

駐在経理チーム TL（東京駐在） 
管理本部東京駐在(TL待遇) 

清田 博之 営業本部営業本部事務局 GL 

営業本部営業戦略グループ GL 

兼マーケティングチーム TL 

兼営業戦略チーム TL 

日髙 信幸 

営業本部営業本部事務局 

九州エリア営業支援チーム TL 

（九州支社駐在） 

営業本部営業戦略グループ 

マーケティングチーム（九州支社駐在） 

塩見 光信 
営業本部東京支店副支店長 

兼静岡営業所所長 
営業本部東京支店副支店長 

堂脇 哲也 
営業本部大阪支店支店長 

兼副支店長 
営業本部大阪支店副支店長 
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角田 茂 
営業本部福岡支店支店長 

兼九州支社副支社長 

九州支社副支社長 

兼営業本部西九州支店支店長 

兼佐賀営業所所長（西九州支店駐在） 

吉田 孝 営業本部西九州支店支店長 東日本支社支社長 

内田 勝樹 
営業本部西九州支店副支店長 

兼佐賀営業所所長（西九州支店駐在） 
営業本部西九州支店副支店長 

甲斐 俊吾 営業本部熊本・南九州支店支店長 営業本部福岡支店支店長 

田淵 伸一 
営業本部熊本・南九州支店副支店長 

兼宮崎営業所所長（宮崎駐在） 
営業本部大阪支店支店長 

吉本 文昭 

営業本部熊本・南九州支店 

特販グループ GL 

兼天草営業所所長 

兼八代営業所所長 

営業本部熊本・南九州支店 

特販グループ GL 

久保田 哲郎 
営業本部熊本・南九州支店 

天草営業所勤務（所長待遇） 

営業本部熊本・南九州支店 

天草営業所 所長（TL待遇） 

櫨山 千宏 
営業本部熊本・南九州支店 

鹿児島営業所所長（TL待遇） 

営業本部熊本・南九州支店 

鹿児島営業所所長 

兼宮崎営業所所長（TL待遇、鹿児島駐在） 

田中 伸一 
営業本部熊本・南九州支店特販グループ 

特販一チーム TL 

営業本部熊本・南九州支店特販グループ 

特販一チーム TL 

兼八代営業所所長 

木本 拓郎 
営業本部海外事業チーム TL 

兼営業本部事務局営業企画チーム TL 
営業本部海外事業チーム TL 

浜田 洋至 

製造本部生産部グループ長 

兼復興推進本部建設室副室長 

（設備担当） 

製造本部金属製品部グループ長 

兼製造グループ GL 

兼建設部 GL（設備担当） 
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堀田 義博 

製造本部生産部生産グループ GL 

兼生産チーム TL 

兼組立パート PL 

製造本部金属製品部製造グループ 

生産チーム TL 

兼組立パート PL 

兼アッセンブリーパート PL 

山﨑 正和 
製造本部生産部生産グループ 

塗装チーム TL 

製造本部金属製品部製造グループ 

塗装チーム TL 

坂本 由紀夫 製造本部生産部生産計画グループ GL 製造本部事業部物流グループ GL 

宗 敏章 
製造本部生産部生産計画グループ 

物流チーム TL 

製造本部事業部物流グループ 

物流チーム TL 

嶽本 吉克 
製造本部生産部生産計画グループ 

資材調達購買チーム TL 

製造本部事業部事業管理グループ 

調達購買チーム（金属製品）TL 

池田 英章 

製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム TL 

兼復興推進本部システム室 

製造本部金属製品部製造グループ 

生産管理チーム TL 

平井 聖 
製造本部生産技術部生産技術グループ 

生産技術チーム TL 

製造本部管理部製造・品質管理グループ 

生産技術チーム PL 

土山 道弘 

製造本部管理部 

製造・品質管理グループ GL 

兼品質管理検査チーム TL 

製造本部生産設計センターセンター長 

（GL待遇） 

木庭 裕章 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ 

開発一チーム TL 

製造本部事業開発部開発グループ 

開発チーム TL 

東矢 恭明 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ 

開発二チーム TL 

製造本部事業開発部開発グループ 

事業開発チーム TL 

山下 暁 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ 

開発三チーム TL 

兼製品設計部製品設計グループ 

製品設計二チーム（九州支社駐在） 

製造本部事業開発部開発グループ 

開発チーム 

兼特殊製品部制御・情報技術グループ 

制御・情報チーム（九州支社駐在） 
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西村 鮎子 
製造本部事業部見積グループ 

積算・購買チーム TL 

製造本部事業部事業管理グループ 

商品積算・調達チーム TL 

中根 勇治 
製造本部事業部設計デザインセンター 

センター長（GL待遇） 

業務本部設計デザインセンター 

センター長（GL待遇） 

今成 教之 
製造本部事業部設計デザインセンター 

副センター長（東京駐在、TL待遇） 

業務本部設計デザインセンター 

副センター長（東京駐在、TL待遇） 

岡村 宏昭 
製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（熊本）TL 

業務本部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（熊本）TL 

野﨑 新一 
製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（名古屋）TL 

業務本部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（名古屋）TL 

滝澤 知良 
製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（東京）TL 

業務本部設計デザインセンター 

設計デザインチーム（東京）TL 

東之薗 三千彦 
製造本部事業部設計デザインセンター 

構造チーム TL 

業務本部設計デザインセンター 

構造チーム TL 

多田隈 卓司 
製造本部事業部文化財・環境グループ GL 

兼文化財・環境チーム TL（東京駐在） 

製造本部事業部 

文化財・環境サービスグループ GL 

兼文化財・環境サービスチーム TL 

（東京駐在） 

石原 三好 
製造本部製品設計部 

製品設計グループ GL 

製造本部特殊製品部 

制御・情報技術グループ GL 

仲原 裕二 
製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計一チーム TL 

製造本部生産設計部生産設計グループ 

生産設計チーム TL 

齋藤 久稔 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計二チーム TL 

兼システムサポートチーム TL 

製造本部特殊製品部 

制御・情報技術グループ 

制御・情報チーム TL 

兼システムサポートチーム TL 
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後藤 進 
製造本部東日本施工管理グループ 

東日本施工チーム TL（東京駐在） 

業務本部施工監理グループ 

東日本施工チーム TL（東京駐在） 

井上 信男 

製造本部東日本施工管理グループ 

東日本施工サポートチーム TL 

（東京駐在） 

業務本部施工監理グループ 

東日本施工サポートチーム TL 

（東京駐在） 

宮﨑 展到 
製造本部西日本施工管理グループ 

西日本施工チーム TL 

業務本部施工・サービスグループ 

西日本施工チーム TL 

中野 剛秀 
製造本部西日本施工管理グループ 

駐在施工チーム TL（大阪駐在） 

業務本部施工・サービスグループ 

駐在施工チーム TL（大阪駐在） 

荒川 光 
製造本部西日本施工管理グループ 

西日本施工サポートチーム TL 

業務本部施工・サービスグループ 

サービスチーム TL 

宮﨑 司朗 
製造本部西日本施工管理グループ 

（施工部門西日本担当）（GL待遇） 

管理本部総務・人事グループ付 

(株)ケイ・ティ・エス出向 

 


