１２

月に上場した 場が上がったりすれば損失を 利幅を固定できるが︑値動き

秋田のフィード︑
利幅確定
２０１８年
失を被る恐れもある︒

大阪堂島商品取引所の秋田県 被る︒リスク回避で着目した がずれると利幅が変わり︑損

ビール系販売︑
４月５％増
ビール大手４社の４月のビ も４％減った︒ビールは主力 り﹂を刷新しており︑さらに
ール系飲料の販売量がまとま の﹁スーパードライ﹂が派生 攻勢をかける︒第三も２割増
った︒プライベートブランド 商品の展開もあり前年同月を と好調で︑﹁本麒麟﹂の販売
︵ＰＢ︶を含む市場全体は前 上回ったが︑昨年４月に新商 が引き続きけん引している︒
して３年ぶりに前年を上回っ した反動減があった︒第三は 系は８％増だった︒
主力の﹁ザ

産あきたこまち先物取引︒秋 のが先物取引の活用だ︒
具体的にはこうだ︒同社は

サントリービールのビール

年末︑生産者との間で

年同月比で５％増え︑４月と 品の﹁グランマイルド﹂を出

田県のコメ卸︑フィードイノ
たもようだ︒出荷日が１日多 競争の激化で﹁クリアアサヒ﹂ ・プレミアム・モルツ﹂で飲

それでも先物取引は仕入れ

ベーション︵大館市︶は先物
かったほか︑キリンビールや が苦戦した︒

年 と販売の両面で時価変動の影

取引を使い︑あきたこまちの 秋に収穫されるあきたこまち 響を制御しやすいと佐藤社長

売が落ち込んだこともあり︑ 用値上げの反動があり︑ビー

接仕入れ︑大手外食チェーン くなるが︑１万４６２０円で

コメ先物を上場する堂島商

などを通さずに生産者から直 ００円安く販売せざるをえな いる︒年商は２億５千万円︒

このほど発表した︒６月中旬

トボトルを商品に採用すると

イクル素材１００％﹂のペッ

キリンビバレッジは﹁リサ

のペットボトルでも一部商品

すでに紅茶飲料
﹁午後の紅茶﹂

５割に高める目標を掲げる︒

のリサイクル素材の使用率を

％のペット容器

や商社などに販売する︒仕入 売り契約をしている先物では 取には卸大手の神明や木徳神

から︑茶飲料﹁生茶デカフェ﹂ に使い︑ペットボトルに再成 にリサイクル素材を使ってお

再生樹脂

減︒ビール︑第三のビールと た︒４月には主力の﹁一番搾 は ％増となった︒

アサヒビールは全体で４％ 反動でビールが ％増となっ ル系は ％増で︑うちビール

動増があった︒

用ビールを値上げしていた反 増︒前年は業務用値上げで販 えた︒サッポロも前年の業務

％ ールが９％増︒第三も７％増

食店向けの販促が奏功し︑ビ

価格変動リスクを管理する手 を ㌔当たり１万４０００円 はみている︒同社は約 ㌧分
サッポロビールが前年に業務

年 ク回避しており︑将来は全体

キリンのビール系は

法を経営に取り入れている︒ 強で買い入れると値決め︒そ のあきたこまちを先物でリス
月決済物を１万４６２０円 の３分の１の２３０㌧程度ま

上 場 か ら 日 が 浅 い こ と も あ の後︑先物取引を使って
り︑同先物を取引する卸業者

年

月時点の相場が下が に設立︒イスラム教の戒律に

年産の収穫量が例年 務経験をもつ佐藤社長が

フィード社は金融機関に勤

は少ないが︑﹁利幅を事前に で売り︑差額の約６２０円の で増やしたい考えだ︒
仮に

固定できる利点がある﹂と佐 利幅を固定︵確保︶した︒
藤仰喜社長は指摘する︒
フィード社はあきたこまち 以上で
を中心に年間７００㌧前後の り︑１万３８００円になった 則したハラル認証を取得して

れる際も︑販売する際も︑値 ８２０円の利益が出る︒現物 糧︑カーギルジャパンなどが

の容器を同素材に切り替える 型して利用する︒再利用の取 り︑対象をさらに広げる計画

コメを取り扱っている︒農協 とする︒現物を想定より約２ 海外にコメの輸出も手掛けて

２０円のもうけ︶の損益を差 が︑あきたこまち先物は上場

﹁生茶デカフェ﹂は容器の

り組みは食品・飲料各社に広 だ︒

プラスチックの廃棄問題へ がっているが︑原料に１００

写真︒

決めは需給に基づいたコメの ︵２００円強の損︶と先物︵８ 会員として参加している︒だ
時価を基準にしている︒
ない︒現在の取引規模は３４

そ の 際 に 課 題 と な る の が し引き︑約６２０円の利幅が から日が浅く︑取引はまだ少
﹁コメの価格変動リスクをど 得られる算段だ︒

ジのデザインも刷新する︒

もちろん先物取引にもリス ２７㌧︵売り買い合計︑建玉︶ の 社 会 的 な 関 心 が 高 ま る な ％使用するのは珍しいと同社 切り替えに合わせてパッケー
か︑環境に配慮した素材で企 では説明している︒

う低減するか﹂︵佐藤社長︶
という点だ︒仕入れで値決め クはある︒最大のリスクは現 で︑このうち卸や生産者の売

リサイクル素材の１００％

カルビー︑
海外比率

伊藤秀二社長兼最高経営責

％に

年に資本関係を結んだ米
食品大手︑ペプシコとの提携
海外では北米︑アジア︑英 は今年で 年目を迎える︒こ
点地域に定める︒ 年３月期 主だったが︑ペプシコの調達
中心とした設備投資など︑生 現状の２倍に引き上げる︒

携を模索していく︒

中計では︑北米やアジアを に海外売上高を８００億円と 網や販売網を生かし︑海外連

から ％まで引き上げる︒

海外売上高比率を現状の ％ 国︑インドネシアの４つを重 れまでは日本国内での協業が

ブランドの海外展開を加速︒

こ﹂﹁フルグラ﹂などの主力 性向を目指す︒

０億円に伸ばす︒﹁じゃがり 主還元では︑ ％以上の配当

円︑営業利益で ％増の４０ ８００億円を振り向ける︒株 述べた︒

３月期比 ％増の３１００億 ・総菜開発などの新規事業に 海外市場の開拓を進める﹂と

期の連結業績を売上高で 年 モなどの素材を生かした中食 パンクオリティーを武器に︑

中期経営計画を発表した︒同 Ａ︵合併・買収︶︑ジャガイ 内で開いた記者会見で﹁ジャ

期を最終年度とする５カ年の 充てる︒デジタル対応やＭ＆ 任者︵ＣＥＯ︶はこのほど都

カルビーは２０２４年３月 産体制の整備に６００億円を

砕・洗浄した樹脂のみを原料 おり︑２０２７年までに国内 表示を前面にあしらう︒

使用済みペットボトルを粉 トルの資源循環に取り組んで 使用を伝える﹁Ｒ１００﹂の

キリングループはペットボ

業姿勢をアピールする︒

︵山本修平︶

を し た 後 に 相 場 が 下 が っ た 物相場と先物価格のずれだ︒ 買 は ３ ６ ７ ㌧ 程 度 に と ど ま
り︑販売価格を決めた後に相 両者が同じ値動きをとる限り る︒

フィードイノベーションの佐藤社長︵右端︶ら

全国ホテルチェーンのグ

ホテルは多額の設備投資

会社員らの需要をつかむ︒

片足分の重さは約１・２㌔㌘

最大の特徴は合成ゴム製のソ

％増えた︒

の４６１０億円︒５年前に比べ

ィットネス市場規模は過去最高

田︶によると︑２０１７年のフ

日本生産性本部︵東京・千代

ててもらう︒

に取り入れて︑健康維持に役立

てある︒通勤時や短時間の散歩

を損なわないよう調整して入れ

鉄粒は人が歩く際のバランス

㌔㌍が消費されるという︒

上ある︒ 分間歩くと約３００

ジネス靴に比べ︑重さは２倍以

ネスジムなどに通う時間がない ールに入れた鉄粒︒一般的なビ

ロリーを消費できる︒フィット

かかり︑普段に比べて多くのカ が製造する︒

で２・４㌔㌘︒歩行時に負荷が ６３００円︒国内の靴メーカー

金属が入っており︑重さは両足 製で︑希望小売価格は税別１万

を 日に発売する︒靴の内部に トサイトで販売する︒黒の牛革

トレーニングになるビジネス靴 ャパン﹂の店舗やインターネッ

商品名は﹁マッスルトレーナ
グローバルブランディング︵東 ービジネス︵ヒモタイプ︶﹂︒

政投銀は日本人の宿泊者

を横ばいとした場合︑中部 リーンズは業務を効率化す
年も維持するには訪 機など独自のフロントシス

４県のホテルが現在の稼働 るため︑自動チェックイン
率を

日客を９７０万人まで増や テムを開発︒４月に開業し
す必要があると推計する︒ た大阪市内のホテルに同シ
名古屋駅直結の名古屋マリ ステムを導入した︒﹁今後
オットアソシアホテルは４ 開業するホテルや既存のホ
月︑スイートルームの宿泊 テルでも導入できるか検討
年の開業以来初めて全面

客ら専用の高級ラウンジを する﹂︵同社︶という︒

定経営が欠かせない︒訪日

改装した︒高級志向の訪日 が必要で︑投資回収には安
客の取り込みを急ぐ︒

客室増に対応した従業員 客の獲得や生産性の向上だ
の確保も課題だ︒中部４県 けでなく︑地元自治体と連
の３月の有効求人倍率︵季 携し︑市場を広げることも
節調整値︶は１・ 倍と︑ 重要になる︒
全国︵１・ 倍︶を上回り︑ ︵名古屋支社 池田将︑林

高級時計や紳士靴を販売する

人にとどまる︒中部４県の 人口の減少で人手不足が深

政投銀によると︑中部４

確保が難しくなる︒

延べ宿泊者数のうち訪日客 刻となるなか︑業務の効率

％増える︒

％を下回る︒

中部４県︵愛知︑岐阜︑

サンコー（東京・千代田）は上半身を冷やすベスト
「水冷冷却クールベスト」を発売した。水を入れるタ
ンクがついており、ベスト内に張り巡らせたチューブ
の中を水が循環する。
重さはタンクが空の状態で約
㌕。タンクには最
大で２㍑の水が入る。「主観によるが、大きなストレ
スはなく着ることができる」（担当者）という。約６
時間の充電で約８時間、水を循環させられる。水の冷
たさは目安としては最長で４時間ほど続く。タンクに
氷を足すことで冷たさを保つことができる。
バイクや自転車、釣りやアウトドアといったレジャ
ーや、屋外での警備や工事の現場などでの利用を見込
む。価格は 万
円。サンコーの直販サイトや東京
都内の直営店などで販売する。

三重︑静岡︶でホテルの建

【甲府】山梨県は、押印時に書類に印影が投影され
真っすぐに押すことができる印章「プロジェクタース
タンプ」を「やまなしトライアル発注商品」に認定し
た。商品化した天野製作所（山梨県昭和町）に認定書
を交付した。推奨商品として県のサイトに掲載し、販
路拡大を後押しする。
同商品に認定されると、県や関連機関が値段に関係
なく随意契約で購入できるようになる。印章は競争入
札の対象ではないが、県などが発注しやすくなる。中
沢和樹産業労働部長は「山梨の伝統工芸と特許の技術
を結びつけた付加価値の高い商品」と評価する。
山梨県は
年にこの制度を設け、これまでに 件
の商品と２件のサービスを認定した。認定期間は約３
年。
京・中央︶は履いて歩くだけで 同社が運営する﹁ガジェットジ

エイチ・ツー・オーリテイリング（Ｈ２Ｏ）はドラ
ッグストアのココカラファインと共同出資会社を設立
する。Ｈ２Ｏ傘下のスーパー、イズミヤから洗剤など
日用品の販売事業を分離して発足させる新会社にココ
カラが出資する。全国に約
店を持つココカラの商
品調達力を生かし、不振の日用品販売を立て直す。
新会社は
年４月をめどに設立し、ココカラが
％、Ｈ２Ｏが ％を出資する。金額は今後詰める。
イズミヤの総合スーパー（ＧＭＳ）内にある日用品売
り場向けの仕入れや販売を新会社が管理する。イズミ
ヤは食品スーパー業態が堅調な半面、約 店舗あるＧ
ＭＳ業態は集客力の低下で苦戦している。堅調な食品
販売も分離独立させ、同じくＨ２Ｏ傘下のスーパー、
阪急オアシスとの連携を加速させる方針だ。
が占める割合は ％で︑全 化が進まなければ︑採算の

中部︑
ホテル建設ラッシュ

水循環で上半身冷やすベスト

設が相次いでいる︒日本政

真っすぐ押せる印章 山梨県推奨

︵役職名のないのは部長職︶

ダイニチ工業
︵６月 日︶常務︵取締役︶管
理本部長兼経営企画・吉井唯▽取
締役生産本部長︑生産企画・海保
雅裕▽取締役︑総務・野口武嗣▽
退任︵取締役︶小林正志▽デザイ
ン︑内海茂雄▽機工︑坂井栄太郎
▼機構改革 管理本部デザイン
部を新設
ミスミグループ本社
︵６月 日︶副社長︵取締役︶
西本甲介▽取締役︑中庸社長中野
庸一
ヨシタケ
︵６月 日︶監査役︑水谷博之
▽退任︵監査役︶田嶋好博
北沢産業
︵６月１日︶海外︑取締役購買
・小山栄樹
▼機構改革 海外部を新設

ステラケミファ
︵５月 日︶退任︵取締役︶泉
浩人
︵６月１日︶研究開発担当︵研
究兼開発︶取締役兼常務執行役員
高野順▽研究開発︑西田哲郎▽内
部監査︵執行役員泉工場長︶泉浩
人▽泉工場長︑中川佳紀▽情報シ
ステム︑佐伯有吾
▼機構改革 研究部と開発部を
統合し︑研究開発部とする
︵６月 日︶代表取締役︵取締
役︶専務執行役員坂喜代憲▽取締
役︑執行役員大阪営業・飯島猛司
北日本紡績
︵６月 日︶取締役︑宮川知生
▽退任︵取締役︶北島勉
共同紙販ホールディングス
︵６月 日︶取締役︑西本智美
▽退任︵取締役︶長知明
天馬
︵６月 日︶常務総務部管掌兼
ＩＲ担当︵常務執行役員︶新規事
業推進室長金田宏▽取締役︵執行
役員︶財務経理・須藤隆志▽同︑
北野治郎▽退任︵取締役︶堀隆義
▽執行役員︑技術・筒野信之進▽
同︑ハウスウエア営業部統括部長
渕上敬亮▽同︑江河知寿▽常務執
行役員︵執行役員︶川村修治▽同
︵同︶舘野一治
高砂香料工業
︵７月１日︶国際品質保証統括
部フレーバーＱＣセンター長兼分
析研究所第一︑小倉実治▽鹿島工
場製造︑篠塚良治
信越ポリマー
︵６月 日︶取締役︑エム・シ
ー・ヘルスケア顧問宮下修▽退任
︵会長︶日浦致▽同︵取締役︶波
多健治郎
住友化学
︵６月１日︶大阪管理︑池田浩
久▽千葉工場第一製造︑森隆信▽
同動力用役︑仲田繁浩
ＭＯＲＥＳＣＯ
︵５月 日︶退任︵取締役︶宮
川弘和▽執行役員︑金属加工油事
業部長兼金属加工油営業・細見次
郎▽同︑経営企画・高橋秀典
デンカ
︵５月１日︶電子・先端プロダ
クツ部門特殊導電材料部担当部
長︑山崎義照
︵６月１日︶青海工場副工場長
︵デンカパフォーマンスエラスト
マーエグゼクティブオフィサー＆
バイスプレジデントテクノロジ
ー︶香坂昌信
インフラ・ソーシャルソリュー
ション部門事業推進部主幹︵日之
出化学工業専務︶吉冨雅隆
クニミネ工業
︵６月 日︶経営戦略兼採鉱技
術部管掌︵経営戦略部・経理部管
掌︶取締役黒坂恵一▽取締役︑経
理・大岡隆
アルコニックス
︵６月 日︶取締役︑鈴木匠▽
同︑久田真佐男▽退任︵取締役︶
種房俊二▽執行役員︑中国総代表
安井雄三
ＴＹＫ
︵６月 日︶取締役︑大同特殊
鋼社長兼社長執行役員石黒武▽監
査役︵人事︶白木章文▽退任︵取
締役︶嶋尾正▽同︵監査役︶横田
集一
北越コーポレーション
︵６月 日︶常務︵取締役︶山
本光重▽取締役技術開発本部長兼
安全統括部・環境統括部担当兼技
術開発︵執行役員洋紙事業本部紀
州工場長︶若本茂▽同洋紙事業本
部新潟工場長︵執行役員︶新潟工
場副工場長大塚裕之▽取締役
︵同︶
特殊紙事業本部長岡工場長栗林雅
之▽退任︵常務︶鈴木裕▽同︵取
締役︶内山公男▽洋紙事業本部紀
州工場長︵紀州工場副工場長︶執
行役員石塚豊
第一工業製薬
︵６月１日︶財務本部財務︵双
一力天津新能源董事︶清水伸二

Ｈ２Ｏ、ココカラと日用品販社
国の

年比で

２５年の客室数は 万を超 にビジネスホテルを開く︒
え︑

ただ現在の高い稼働率を維 県の 年のホテル総客室数

持するには訪日客の延べ宿 は９万８４００室で︑ 年

泊者数を同２・２倍に増や には 万２８００室まで増

す必要がある︒人手不足へ える見通し︒ＡＮＡクラウ

の対応も課題だ︒訪日客の ンプラザホテルグランコー
獲得と省人化が進まなけれ ト名古屋︵名古屋市︶の加

ホテルの稼働率は８割で

に供給過多だ﹂と話す︒

年の延べ

高水準で推移する︒労働力 咲希︶

の健康靴

キ ロ
グラム

両足で

ば︑ホテルの安定経営に黄 藤範久総支配人は﹁明らか
リニア中央新幹線の開通

信号がともりかねない︒

などを商機と捉え︑愛知県 ほぼ満室とされる︒中部４
を中心にホテルの開業が続 県の足元の稼働率は７割台
く︒名古屋市では米高級ホ と︑高水準で推移する︒堅
テルのマリオット・インタ 調な中部経済などを背景に
ーナショナルが﹁コートヤ 稼働率は高いが︑名古屋東
だ︒中部４県の

高い稼働率を維持するた 宿泊者数は３５３０万人︒

ード・バイ・マリオット﹂ 急ホテルの担当者は﹁新規 でいる﹂と漏らす︒
を 年春に開業︒三交イン のホテルが増え︑宿泊客が

名古屋市に開業予定の「コートヤード・
バイ・マリオット」（完成イメージ）

も 年前半に名古屋駅近く 分散して稼働率は伸び悩ん め の カ ギ は 訪 日 客 の 獲 得 そのうち訪日客は４５０万

訪日客増えねば過剰に

策投資銀行によると︑２０

２０１９年
（令和元年
） ５月２０日
（月曜日
）
【第三種郵便物認可】

味の素
︵６月 日︶経営企画︵研究開
発企画︶執行役員小島淳一郎▽マ
ニュファクチャリング戦略︵九州
事業所長︶東森郁彦▽専務執行役
員研究開発企画︵常務執行役員ア
ミノサイエンス事業本部副事業本
部長兼バイオ・ファイン研究所長︶
児島宏之▽同食品事業本部長︵同
アセアン本部長︶倉島薫▽常務執
行役員食品事業本部副事業本部長
︵執行役員東京支社長︶深瀬成利
▽同食品事業本部副事業本部長兼
生活者解析・事業創造︵同ソリュ
ーション＆イングリディエンツ事
業部長︶本山浩▽執行役員家庭用
事業部長︵生活者解析・事業創造︶
岡本達也▽同海外食品︵ジャカル
タ事務所長兼インドネシア味の素
社長︶神谷歩▽グローバル冷凍食
品戦略︵食品生産統括センター長︶
執行役員川名秀明▽執行役員東京
支社長︵海外食品︶寺本博之▽同
食品生産統括センター長︑望月俊
之▽常務執行役員食品研究所長
︵執行役員︶坂本次郎▽同アミノ
サイエンス事業本部長兼生産統括
センター長︵同欧州アフリカ本部
副本部長兼製薬カスタムサービ
ス︶グイネット・ボンパス▽同ア
ミノサイエンス事業本部副事業本
部長兼バイオ・ファイン研究所長
︵マテリアル＆テクノロジーソリ
ューション研究所長︶白神浩▽化
成品︵味の素ファインテクノ社長︶
執行役員横田忠彦▽製薬カスタム
サービス︵味の素アルテア社長︶
同デイビッド・エンロー▽九州事
業所長︵生産統括センター長︶同
田村光司▽常務執行役員︑北米本
部長兼シカゴ事務所長佐藤達也▽
執行役員︑前田純男▽常務執行役
員欧州アフリカ本部長兼パリ事務
所長兼欧州味の素食品社長︵執行
役員化成品︶正井義照▽執行役員
ジャカルタ事務所長︑マニラ事務
所長坂倉一郎
︵７月１日︶財務・経理︑水谷
英一▽秘書部長︑蔭井俊早▽情報
企画︑執行役員グループ調達セン
ター長谷昌浩▽食品統括部長︵シ
ンガポール事務所長兼シンガポー
ル味の素社長︶石井計多▽生活者
解析・事業創造︵広域営業︶岩田
悟▽ソリューション＆イングリデ
ィエンツ事業部長︵甘味料︶江畑
良一▽甘味料︑宇多川賢▽関東支
店長︵大阪支社次長︶立野哲史▽
名古屋支社長︵東北支社長︶高瀬
将人▽東北支社長︵関東支店長︶
鳥越仁志▽広域営業︵九州支社次
長︶道家一浩▽アミノサイエンス
統括部長︵バイオ・ファイン研究
所プロセス開発研究所長︶吉良郁
夫▽スポーツニュートリション︑
荻野友靖▽生産統括センター長︑
鈴木和仁▽マニラ事務所長︑南良
勉
▼機構改革 ①母子栄養改善室
を廃止②生産戦略部をマニュファ
クチャリング戦略部に改称
味の素ＡＧＦ
︵６月 日︶常勤監査役︑飯田
栄一▽退任︵常勤監査役︶井村直
人▽執行役員︑広域支社長田中文
二▽同経営企画︑島本憲仁
ＡＧＦ関東社長︑鈴木壮司
︵７月１日︶業務用支社長︵東
京支社長︶執行役員中村浩久▽東
京支社長︑執行役員広域支社長田
中文二▽海外事業開発︵事業戦略︶
城戸宏之▽生産統轄部長︵開発研
究所技術開発︶井上英幸▽ＳＣＭ
推進︑田中利文▽開発研究所商品
開発︑中室賢一▽同技術開発︑尾
崎和人
▼機構改革 ①事業本部︑コー
ポレート本部を廃止②事業戦略部
を廃止③事業推進部を営業推進部
に︑新領域開発部をＥＣビジネス

トーソー
︵６月 日︶専務︵取締役︶営
業本部長結束正▽取締役︵執行役
員︶管理本部長八重島真人▽相談
役︵取締役︶大槻保人▽上席執行
役員︵同︶商品開発本部長渡辺文
生▽同︵同︶海外事業部長林淳之
▽退任︵同︶庄中基秋▽同︵同︶
久保田英司
上席執行役員︵執行役員︶製造
本部長栗山忠久
タカラレーベン
︵６月 日︶取締役︑秋沢昭一
植木組
︵６月 日︶取締役︑常務執行
役員土木統括部長日下部久夫▽顧
問︵取締役営業管掌︶立石晶
野村不動産ホールディングス
︵６月 日︶取締役︑セブン＆
アイ・ホールディングス取締役東
哲郎▽同︵顧問︶高山寧▽同︑茂
木良夫▽同︑宮川明子▽退任︵取
締役︶木村博行▽同︵同︶松島茂
▽同︵同︶藤谷茂樹▽同︵同︶大
岸聡▽同︵同︶山手章
野村不動産
︵６月 日︶取締役︑松島茂▽
同︑山手章▽退任︵監査役︶藤谷
茂樹
イチケン
︵６月 日︶取締役技術本部長
︵技術本部長代行︶常務執行役員
佐々英昭▽同事業本部長︵事業本
部長代行︶同湯ノ口智治▽退任
︵取
締役︶古川仁一▽同︵同︶吉田稔
▽専務執行役員︵常務執行役員︶
管理本部長西出英雄▽常務執行役
員︵執行役員︶東京支店長野崎晃
▽同︵同︶関西支店長磯野慶治▽
執行役員︑東京支店副支店長明石
寛▽同︑管理本部副本部長小谷実
弦▽同︑東京支店副支店長豊島昭
義
第一建設工業
︵６月 日︶会長︵社長兼執行
役員社長︶高木言芳▽社長兼執行
役員社長︑内田海基夫▽路線本部
担当兼安全本部長︵インド高速鉄
道担当兼線路本部長︶取締役兼常
務執行役員烏一男▽取締役︑志野
達也▽常勤監査役︵取締役兼常務
執行役員安全本部長︶万歳隆志▽
退任︵取締役︶山崎晋▽同︵常勤

日本車両製造
東北新社
部に改称④業務用支社を新設⑤Ｓ
︵６月 日︶常勤監査役︑飯泉
︵５月 日︶取締役︵社長︶植 ＣＭ推進部を新設
浩▽退任︵常勤監査役︶水谷清▽ 村徹
味の素冷凍食品
ＪＲ西日本
︵６月 日︑Ｍはマーケティン
執行役員︑伊貝政雄
︵６月 日︶専務執行役員︵常 グ︑ＦＳはフードサービスの略︶
務執行役員福知山線列車事故ご被 専務執行役員生産本部長兼原材料
害者対応本部長兼福知山線列車事 ︵常務執行役員生産本部副本部長︶
故対策審議室長︶取締役総務・倉 取締役福元哲郎▽取締役兼専務執
坂昇治▽鉄道本部副本部長兼安全 行役員Ｍ本部長︵常務執行役員︶
推進︵近畿統括本部長︶取締役兼 国内統括事業部長兼販売Ｍ・下保
常務執行役員中村圭二郎▽取締役 寛▽監査役︑石井計多▽退任︵取
東京本部長︑常務執行役員総合企 締役︶日比聡▽同︵同︶後藤隆之
画本部長兼ＩＴ本部長杉岡篤▽取 ▽同︵同︶野坂千秋▽同︵監査役︶
締役兼常務執行役員近畿統括本部 羽賀俊弘▽Ｍ本部東日本支社首都
長︵執行役員近畿統括本部副本部 圏ＦＳ営業︑常務執行役員東日本
長兼大阪支社長︶川井正▽常勤監 支 社 長 浅 井 政 彦 ▽ 常 務 執 行 役 員
査役︵ＪＲ西日本不動産開発社長︶ ︵執行役員︶グローバル事業本部
柴田信▽退任︵副社長︶二階堂暢 長兼海外法人管理・高原弘▽執行
俊▽同︵取締役︶半田真一▽同︵常 役員︑ロジスティクス・公文俊明
勤監査役︶千代幹也
▽同︑生産本部中部工場長竹村加
二階堂氏はジェイアール西日本 州男▽同︑Ｍ本部東日本支社広域
デイリーサービスネット社長︑半 ＦＳ営業兼国内統括事業部メディ
カルフーズ営業・荻野和茂▽同︑
田氏は広成建設社長に就任する
山陽電気鉄道
生産本部九州工場長吉野正二▽
︵６月 日︶専務︵常務︶鉄道 同︑総務・小林修▽同︑グローバ
事業本部長吉田育朗▽常務︵取締 ル事業本部海外事業開発・佐野文
役︶開発事業本部長米田真一▽退 彦
任︵専務︶木村俊紀▽同︵取締役︶
︵７月１日︶原材料︵生産本部
森本一弘
生産戦略兼生産技術開発︶執行役
木村氏は山陽バス会長に就任す 員山崎委三▽Ｍ本部東日本支社首
都圏ＦＳ営業︵西日本支社関西Ｆ
る
Ｓ営業︶同飯島賢次▽生産本部生
産技術開発︵中部工場長︶同竹村
加州男▽同生産戦略
︵九州工場長︶
同吉野正二▽研究・開発センター
長︵グローバル事業本部海外事業
開発︶同佐野文彦▽監査︵生産本
部埼玉工場長︶鈴木重俊▽海外法
人管理︵Ｍ本部企画管理︶高橋政
光
︹Ｍ本部︺国内統括事業部販売
Ｍ︑上園健
︿東日本支社﹀関東リテール営
業︑山崎美紹▽関東ＦＳ営業︵西
日本支社中部ＦＳ営業︶山口一行
▽東北リテール営業︑天王寺谷純
︿西日本支社﹀関西ＦＳ営業
︵九州ＦＳ営業︶小菅政俊▽中四
国リテール営業︑山口元洋▽中四
国ＦＳ営業︑福本雅一▽中部ＦＳ
営業︵東日本支社関東ＦＳ営業︶
関智文▽九州ＦＳ営業︵同関東リ
テール営業︶五十嵐正人
︹生産本部︺品質管理︑橋本将
実▽九州工場長︵大阪工場長︶星
野明彦▽中部工場長︑鯉沼稔▽大
阪工場長︑堀内義徳▽埼玉工場長︑
豊田和宏
経営管理︑羽賀俊弘
▼機構改革 総務部を人事・総
務部に改称
︹マーケティング本部国内統括
事業部︺①販売マーケティング部
に企画管理部を統合②開発マーケ
ティング部を製品戦略部に改称③
メディカルフーズ営業部を東日本
支社に移管
グローバル事業本部を廃止

カカクコム
︵６月 日︶取締役︵執行役員︶
宮崎加奈子▽同︑ファンケル取締
役兼副会長執行役員宮島和美▽監
査役︵ＬＣＬ取締役︶平井裕文▽
退任︵取締役︶上村はじめ▽同
︵同︶
金野志保
城南進学研究社
︵６月 日︶マナビス事業本部
担当︵マナビス事業本部長︶執行
役員グローバル人財育成事業本部
長兼保育事業本部長飯塚健二
︵６月 日︶取締役︵常務兼執
行役員兼ＣＯＯ︶柴田里美▽専務
執行役員兼ＣＯＯ︵執行役員兼Ｃ
ＢＯ︶取締役千島克哉▽常務執行
役員兼ＣＦＯ︵同兼ＣＡＯ︶同杉
山幸広▽退任︵取締役︶林久志
タカセ
︵６月 日︶取締役︑執行役員
物流事業本部長今井康晴
サッポロ不動産開発
︵５月 日︶中長期計画推進室
長︑取締役兼専務執行役員開発本
部長兼開発技術・宮沢高就
キングジム
︵６月 日︶ＥＣ事業部担当︑
取締役兼執行役員調達物流本部長
高野真▽海外販売系子会社担当
︵海外子会社担当︶取締役兼執行
役員海外事業本部長井上拓人▽調
達物流本部副本部長兼海外生産系
子会社担当︵開発本部副本部長︶
執行役員神崎司▽ＥＣ事業部長
︵ぼん家具社長︶同立石幸士▽情
報システム︑田端健二▽海外事業
推進︵錦宮香港社長︶菊池純一▽
電子文具開発︵商品開発︶田辺賢
一▽ステーショナリー開発︑高橋
荘太郎▽営業戦略︵福岡支店長︶
松本晋也▽通販︵東京支店長︶金
子俊之▽東京支店長︵通販︶福士
浩二▽東日本営業︑大内晴之▽福
岡支店長︑草深哲也
▼機構改革 ①ＥＣ事業部を新
設②開発本部内を再編し︑電子文
具開発部︑ステーショナリー開発
部とする③営業本部営業統括部東
日本営業部を新設
京成電鉄
︵６月 日︶常務経理担当︵取
締役経理︶河角誠▽常務︵取締役︶
登嶋進▽取締役︵常務内部監査・
経営統括・グループ戦略担当︶加
藤雅哉▽同︑日鉄日新製鋼監査役
伊藤幸宏▽常勤監査役︑佐藤賢治
▽監査役︑日本政策投資銀行設備
投資研究所顧問小林健▽退任︵取
締役︶平田憲一郎▽同︵同︶松上
英一郎▽同︵同︶斎藤隆▽同︵同︶
篠崎敦▽同︵同︶山田耕司▽同︵常
勤監査役︶村岡隆司▽同︵監査役︶
星弘行
ＪＴＢグローバルマーケティン
グ＆トラベル
︵６月１日︶経営監査室長︑松
林孝治
︵６月６日︶退任︵取締役︶座
間久徳▽同︵同︶岡本修爾
シーボン
︵６月 日︶取締役︑崔真淑
ＴＳＩホールディングス
︵６月１日︶執行役員︑下地毅
▽同︑事業開発・高橋正博▽同︑
管理本部財務経理・内藤満
サイネックス
︵６月 日︶常務執行役員︵取
締役兼常務執行役員︶企画開発本
部長塩野勝
ソフトフロントホールディング
ス
︵６月 日︶取締役︑樋口収
ＪＲ東海
︵６月 日︶取締役総合企画本
部長︵広報︶執行役員丹羽俊介▽
常勤監査役︑山下史雄▽退任︵常
勤監査役︶太田裕之▽執行役員広
報︵総合企画本部副本部長兼経営
管理︶武田健太郎▽執行役員︑人
事・萩原健二
ファンケル
︵６月１日︶執行役員︑流通営
業本部長堀宏明▽同︑カスタマー
サービスセンター長兼カスタマー
サービス・斎藤潤
︵６月 日︶上席執行役員兼Ｃ
ＦＯ︵執行役員︶取締役経営企画
本部長石神幸宏▽取締役︑中久保
満昭▽上席執行役員︵取締役兼執
行役員︶総合研究所長炭田康史▽
同︵同兼執行役員︶通販営業本部
長保坂嘉久▽同︵同兼執行役員︶
マーケティング本部副本部長兼健
康食品事業部長若山和正▽同︵同
兼執行役員︶同兼化粧品事業部長
明石由奈▽同︵取締役︶柳沢昭弘
▽同︵同︶猪俣元▽退任︵同︶須
釜憲一
ＦＡＮＣＬＳｈａｎｇｈａｉＢ
ｕｓｉｎｅｓｓＣｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ董事兼総経理︵執行役員︶山
口宏二
翻訳センター
︵６月 日︶取締役︵監査役︶
大西耕太郎▽同︵同︶松村信夫▽
退任︵監査役︶妙中厚雄

監査役︶中山茂
執行役員東京支店長︵建築本部
建築︶原隆興▽同線路本部長︵線
路兼線路技術︶松原崇▽常務執行
役員︵執行役員︶佐藤和雄▽顧問
︵常務執行役員東京支店長︶佐藤
優▽社員・業務サポート本部長︵社
員・業務サポート本部副本部長兼
総務︶執行役員本田孝▽秋田支店
副支店長兼鉄道営業︵安全本部副
本部長兼鉄道安全兼土木本部鉄道
土木︶同安東豊弘▽新潟支店副支
店長兼総務︵総合企画本部副本部
長兼経営企画︶同早川晴彦
コムシスホールディングス
︵６月 日︶人事︵経営企画︶
取締役熊谷仁▽経営企画︑野池秀
幸
︵７月１日︶総務兼総務部門長
兼広報部門長兼ＣＳＲ推進室長︑
後藤成人
日本コムシス
︵６月 日︶人材育成︵経営企
画兼営業戦略︶取締役兼専務執行
役員熊谷仁▽取締役社会基盤事業
本部長︑執行役員企画・塩村泰幸
︵６月 日︶取締役兼常務執行
役員経営企画︑野池秀幸
︵７月１日︶総務兼広報・ＣＳ
Ｒ推進室長︵サンワコムシスエン
ジニアリング執行役員経営企画︶
執行役員後藤成人▽東北支店長
︵ドコモ事業本部企画︶松浦敬裕
▽関東中支店長︵同ネットワーク
エンジニアリング︶執行役員菊池
太志
人材育成部人事部門担当部長兼
コムシス通産社長︵総務兼広報・
ＣＳＲ推進室長︶執行役員大岩一
弥
ミサワホーム中国
︵６月 日︶取締役︑執行役員
川勝昌弥▽常勤監査役︑高須賀令
二▽退任︵取締役︶赤枝孝士▽同
︵常勤監査役︶大井克彦
セントラル総合開発
︵６月 日︶専務︑早川啓▽常
務︑秋草威之▽退任︵専務︶久保
高起
上席執行役員︵執行役員︶中四
国支店長下前龍一
チヨダウーテ
︵６月１日︶管理本部ＩＴ企画︑
夏目成也
▼機構改革 ＩＴ企画部を新設
︵６月 日︶専務︑黒田豪材▽
相談役︵専務︶平田勝巳▽退任︵取
締役︶三輪周美
執行役員︑渡辺裕之
︵７月１日︶▼機構改革 経営
企画室を企業戦略室に統合
平和不動産
︵５月 日︶代表取締役︵取締
役︶専務執行役員土本清幸
サンウッド
︵６月１日︶建築本部長︵開発
本部長︶取締役倉増晋
執行役員開発本部長︵開発︶森
毅▽執行役員︑営業本部長徐智源
▼機構改革 開発本部︑営業本
部︑管理本部を再編し︑開発本部︑
建築本部︑営業本部︑管理本部と
する
ＬＩＸＩＬグループ
︵６月︶取締役︑松崎正年
フェイスネットワーク
︵６月 日︶取締役︑石丸洋介

ＪＴＢ商事
︵６月１日︶財務︑太田好紀
創健社
︵６月 日︶取締役︵常勤監査
役︶藤川清士▽同︵監査役︶鈴木
久衛▽退任︵常勤監査役︶本田次
男▽同︵監査役︶的場堅志
昭光通商
︵６月１日︶執行役員企画部業
務担当︑竹内茂人
︵７月１日︶不動産部業務担当︑
執行役員竹内茂人▽不動産︑企画
・森田聡▽情報システム︑国分亮
▽化学品本部機能化学品︑保坂恵
子▽金属セラミックス本部軽金
属︑
植田泰正▽同本部副本部長︵生
活環境・アグリ本部副本部長︶山
下裕人▽同本部建材︵同本部住宅
建材︶高木紀良
▼機構改革 ①生活環境・アグ
リ本部をアグリ本部に改称②金属
セラミックス本部に建材部を設置
③不動産部を新設④情報システム
部を新設

カブドットコム証券
︵６月 日︶取締役︑専務執行
役塚田正泰▽退任︵取締役︶浜本
晃
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券
︵６月 日︶会長︑内田和人▽
退任︵会長︶守村卓
光世証券
︵６月 日︶取締役︵常務執行
役員︶石川卓也▽監査役︵取締役︶
小河伸二▽執行役員︵監査役︶森
正行
インヴァスト証券
︵６月 日︶専務︑川上真人▽
常務︑鶴見豪
今村証券
︵６月 日︶監査役︑明翫克正
▽退任︵監査役︶藤井由治
経理︑布島康夫

