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平成 22 年 5 月 13 日 

各 位 
         会 社 名 中 越 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 

   代表者名 代表取締役社長 原田 正文 
（コード番号 3877 東証 1 部） 

   問合せ先 取締役経営管理本部長 加藤 明美 
（電話 0766－26－2404） 

 

組織改訂、代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 
 
 
当社は、ものづくりの原点は生産現場であり、当社発展の機動力は「生産現場と経営の一体化」に

あるとの考えに基づき、創業の地である高岡に本社機能を移転して一年が経過しましたが、まだその

効果を存分に発揮するには至らず、当初求めていた運営体制の早期発現のため組織の改訂を実施いた

します。また、平成 22 年 5 月 13 日開催の取締役会において代表取締役および役員の異動について

決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．組織改訂（平成 22 年 6 月 25 日付） 
 
（１）東京本社営業本部内に営業企画部を新設する。 
 
（２）高岡工場に二塚製造部を新設し、その下部に原質課、抄紙課、動力課を設置する。 
 
（３）現川内工場製造部を分割し、原質部と抄紙部を設置する。 
 
（４）現川内工場技術環境部を技術研究部に改称し、環境管理室を新設する。 
 
 
２．代表取締役の異動 

退任予定代表取締役      竹下 賢二 
                 （現 代表取締役専務 社長補佐、営業本部・生産本部担当） 
 
３．取締役の異動 
（１）新任取締役候補 
   常務取締役         高田 悟司 

（現 執行役員 営業本部副本部長兼営業第一部長） 
 
   取締役           菅田 友宣 

（現 執行役員 生産本部長兼生産技術部長） 
 

取締役           姥島 文夫 
（現 上席執行役員 営業本部副本部長） 
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（２）昇任予定取締役 
常務取締役         桜井 義昭 

（現 取締役 川内工場長兼営業本部副本部長） 
 

常務取締役         加藤 明美 
（現 取締役 経営管理本部長、内部監査室担当） 

 
（３）退任予定取締役       成毛 康夫 

（現 常務取締役 営業本部長） 
 

正式な決定は平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 94 期定時株主総会の承認を経た後、株主総会終了

後開催の取締役会において行う予定です。 
 

 
４．執行役員の異動（平成 22 年 6 月 25 日付予定） 
（１）新任執行役員候補 

執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長   高岸 伸 
（現 参与 営業本部副本部長） 

 
執行役員 資源対策本部副本部長兼原材料部長  楠原 勝市 

（現 資源対策本部副本部長兼原材料部長） 
 

執行役員 経営管理本部副本部長兼管理部長   植松 久 
（現 経営管理本部管理部長） 

 
執行役員 営業本部副本部長兼営業第二部長   三浦 新 

（現 営業本部福岡営業所長） 
 
（２）退任予定執行役員 

執行役員                   水野 十郎 
（現 中越テクノ株式会社社長） 

   
執行役員                   池田 孝一 

（現 営業本部大阪営業支社長） 
 
５．取締役、監査役、執行役員の業務分担（平成 22 年 6 月 25 日予定） 
  代表取締役社長  兼執行役員  原田 正文   

常務取締役    兼執行役員  村島 和夫  資源対策本部長 
常務取締役    兼執行役員  桜井 義昭  川内工場長兼営業本部副本部長 
常務取締役    兼執行役員  加藤 明美  経営管理本部長、内部監査室担当 
常務取締役    兼執行役員  高田 悟司  営業本部長 
取締役      兼執行役員  菅田 友宣  生産本部長兼生産技術部長 
取締役      兼執行役員  姥島 文夫  営業本部副本部長兼大阪営業支社長 

 
  常任監査役（常勤）        室谷 照男 
  監 査 役（社外）        平戸 恭一 

監 査 役（社外）        野田 晃子 
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  執行役員   経営管理本部副本部長                 金井 信彦 
執行役員   生産本部副本部長兼高岡工場長兼営業本部副本部長    宮脇 茂實        

執行役員   営業本部副本部長兼営業企画部長            高岸 伸  
執行役員   資源対策本部副本部長兼原材料部長           楠原 勝市 
執行役員   経営管理本部副本部長兼管理部長            植松 久 
執行役員   営業本部副本部長兼営業第二部長            三浦 新  

 
 
６．新組織図概要 

事業所 部 署  
本  社 経営管理本部（高岡本社） 管理部 

  総務人事部 
 生産本部（高岡本社） 生産技術部 
  安全衛生統括部 
  環境管理統括部 
  開発部 
 内部監査室（高岡本社）  
 資源対策本部（東京本社） 原材料部（高岡本社） 
 東京事務所（東京本社）  

※営業企画部  営業本部（東京本社） 
営業管理部 

  営業第一部 
  営業第二部 
  新聞用紙部 
  技術サービス部 
  大阪営業支社 
  名古屋営業所 
  福岡営業所 
  北陸営業所（高岡本社） 

 
事業所 部 署  

高岡工場 原質部 原質課 
 抄紙部 調成課 
  第一抄紙課 
  第二抄紙課 
  第三抄紙課 
 施設動力部 工務課 
  電気計装課 
  動力課 

原質課 
抄紙課 

 ※二塚製造部 

動力課 
技術研究部  
環境管理室  

 
 

安全衛生管理室  
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事業所 部 署  
事務部  川内工場 
※原質部 原質課 

 ※抄紙部 調成課 
  第一抄紙課 
  第二抄紙課 
 施設動力部 工務課 
  電気計装課 
  動力課 

技術研究部  
※環境管理室  

 
 

安全衛生管理室  

 
※は新設部門となります。 
 
 
 

以 上 
 


