
２０２１年２月１８日
阪 和 興 業 株 式 会 社

秘書室  TEL 03-3544-2000

【 会 社 名 】     阪 和 興 業 株 式 会 社   （8078）

【発令の日付】    ２０２１年４月１日付

組 織 変 更

　〔組 織 変 更〕

①東京本社　条鋼建材第二部を二課制から、

　建材第一課、建材第二課、建材第三課の三課制とする。

②東京本社　鉄構営業部を二課制から、

　鉄構営業第一課、鉄構営業第二課、鉄構営業第三課、工務課の四課制とする。

③東京本社　鋼板建材部を三課制から、

　鋼板建材第一課、鋼板建材第二課、住宅建材課、ステンレス課の四課制とする。

④東京本社　薄板部と海外営業第一部を統合・再編し、

　薄板部（薄板第一課、薄板第二課、薄板グローバル課）の一部三課制とする。

⑤プライマリー原料第一部を名称変更し、プライマリーメタル第一部（プライマリーメタル第一課、

　プライマリーメタル第二課、プライマリーメタル第三課）とする。

⑥プライマリー原料第二部と海外営業第一部を統合・再編し、

　プライマリーメタル第二部（プライマリーメタル第四課、プライマリーメタル第五課、プライマリーメタル第六課、

　ステンレスグローバル課）の一部四課制とする。

⑦リサイクル原料第一部・第二部を名称変更し、リサイクルメタル第一部（リサイクルメタル第一課、

　リサイクルメタル第二課）、リサイクルメタル第二部（リサイクルメタル第三課、リサイクルメタル第四課）とする。

⑧東京本社　厚板部と海外営業第二部を統合・再編し、

　厚板部（厚板第一課、厚板第二課、厚板･鋼管グローバル課）の一部三課制とする。

⑨経営企画部を四課制から、

　海外グループ支援課、国内グループ支援課、経営企画課、大阪経営企画課、グローバル企画課の五課制とする。

⑩監査部を組織再編し、

　監査部（国内監査課、監査企画課、内部統制･HKQC第一課、内部統制･HKQC第二課、

　海外監査・HKQC課）の一部五課制とする。

⑪営業会計部（営業会計課）を新設する。

⑫東京本社　スチールサービス事業推進チームをスチールサービス事業推進室（スチールサービス事業推進課）

　の一室一課制とする。

⑬東京本社　エネルギー第一部　燃料第一課、燃料第二課を名称変更し、エネルギー第一課、

　エネルギー第二課とする。

⑭東京本社　線材特殊鋼･チタン部　線材特殊鋼国際課を名称変更し、線材特殊鋼グローバル課とする。

⑮東京本社　プロジェクトチームを名称変更し、新規事業推進室とする。

⑯化成品部を名称変更し、生活資材部（生活資材第一課、生活資材第二課）とする。

⑰品質安全環境管理部　石油･化成品･紙料品質管理課を名称変更し、エネルギー･生活資材･紙料品質管理課とする。

⑱名古屋支社　人事部と総務部を統合し、

　人事部（人事総務課、業務サポートチーム、健康経営推進室）の一部三課制とする。

⑲北海道支店　を二課制から、

　営業第一課、営業第二課、苫小牧流通センターの三課制とする。

以上



２０２１年２月１８日
阪 和 興 業 株 式 会 社

秘書室  TEL 03-3544-2000
【 会 社 名 】     阪 和 興 業 株 式 会 社   （8078）

２０２１年６月２３日付

（１）退任予定執行役員

執行役員 片岡 秀樹

２０２１年４月１日付

（２）新任執行役員

【新　　　管　　　掌】 【現　　　管　　　掌】

執行役員 内藤 憲治 全社線材特殊鋼事業 兼 機械部門担当
理事　全社線材特殊鋼事業担当
      兼　東京本社　線材特殊鋼･チタン部長

以上

執行役員の異動



２０２１年２月１８日

阪 和 興 業 株 式 会 社
秘書室  TEL 03-3544-2000

【 会 社 名 】     阪 和 興 業 株 式 会 社   （8078）
【発令の日付】    ２０２１年４月１日付

【氏  名】

中川 洋一
取締役
専務
執行役員

リサイクルメタル部門・プライマリーメタル
部門・業務管理総轄 兼 管理部門統轄

取締役
専務
執行役員

倉田 泰晴
取締役
専務
執行役員

エネルギー部門・食品部門・生活資材・新規
事業推進統轄

取締役
専務
執行役員

篠山 陽一
取締役
専務
執行役員

東京鋼板部門・新潟支店・木材部門統轄
取締役
常務
執行役員

松原 圭司
取締役
常務
執行役員

東京厚板・機械部門・全社線材特殊鋼事業・
経営企画統轄

取締役
常務
執行役員

竹迫 隆一
常務
執行役員

リサイクルメタル部門・プライマリーメタル
部門・業務管理統轄

常務
執行役員

宮野 好史 執行役員
エネルギー部門・食品部門・生活資材・新規
事業推進担当

執行役員

片岡 秀樹 執行役員 執行役員

天野 毅 執行役員
リサイクルメタル部門・プライマリーメタル
部門・業務管理担当

執行役員

南村 重人 執行役員
全社鉄構営業事業・東京条鋼建材第二・東京
土木建材・冷熱事業・東北支店担当

執行役員

内藤 憲治 執行役員 全社線材特殊鋼事業　兼　機械部門担当 理事

エネルギー部門・食品部門統轄 兼 業務管理担
当

取締役・執行役員人事

【新　 管　 掌】 【現　 管　 掌】

リサイクル原料部門・プライマリー原料部門総
轄 兼 管理部門・機械部門統轄

東京鋼板部門・新潟支店統轄

海外営業第一・第二・貿易業務・全社線材特殊
鋼事業統轄

全社線材特殊鋼事業担当　兼　東京本社　線材
特殊鋼･チタン部長

リサイクル原料部門・プライマリー原料部門統
轄 兼 業務管理担当

エネルギー部門・食品部門担当

木材部門・機械部門担当

リサイクル原料部門・プライマリー原料部門担
当

全社鉄構営業事業・東京条鋼建材第二・冷熱事
業・新潟支店担当



２０２１年２月１８日

阪 和 興 業 株 式 会 社
秘書室  TEL 03-3544-2000

【 会 社 名 】     阪 和 興 業 株 式 会 社   （8078）
【発令の日付】    ２０２１年４月１日付

【氏  名】

中島 純一 理事
条鋼建材第二担当　兼　条鋼建材第二部長
兼　建材第一課長

理事

尾崎 省吾 理事
東京薄板・鋼板販売・鋼板建材・スチール
サービス事業推進担当

理事

本田 恒 理事
情報システム・営業会計・貿易業務担当 兼
営業会計部長　兼　貿易業務部長

理事

纐纈 吉也 理事 HANWA THAILAND CO.,LTD.（社長） 理事

【氏  名】

松本 大吾 理事 北関東・新潟支店担当　兼　北関東支店長

渡辺 安彦 理事
経営企画担当　兼　経営企画部長　兼　グ
ローバル企画課長

以上

東京薄板・鋼板販売・鋼板建材担当　兼　スチール
サービス事業推進チーム長

理　事　管　掌　変　更

【新　 管　 掌】 【現　 管　 掌】

HANWA VIETNAM CO.,LTD. （会長　兼　社長）

経営企画部長

北関東支店長　兼　北関東スチールセンター長　兼
営業第二課長　兼　水戸営業所長

情報システム担当　兼　東京本社　情報システム部長

東北支店担当　兼　東北支店長　兼　八戸営業所長

理　事　選　任

【新　 管　 掌】 【現　 管　 掌】



２０２１年２月１８日
阪 和 興 業 株 式 会 社

秘書室  TEL 03-3544-2000

【 会 社 名 】     阪 和 興 業 株 式 会 社   （8078）

【発令の日付】    ２０２１年４月１日付

人 事 異 動

　〔人 事 異 動〕
【氏  名】 【発          令】 【現          職】

(東京本社)

臼井 誠治 厚板部長 海外営業第二部長

伊藤 英雄 木材第一部長
北米物資金属部門統括　兼　HANWA AMERICAN CORP.
（ニューヨーク事務所)兼　HANWA CHILE LIMITADA（社
長）

千坂 成希 法務審査部長　兼　大阪本社　法務審査部長 法務審査部長

岸本 晃一 線材特殊鋼･チタン部長
HANWA THAILAND CO.,LTD.（社長）兼　HANWA INDIA
PRIVATE LTD.（社長）

土田 肇 情報システム部長 大阪本社　法務審査部長

加藤 靖宏
東京本社・大阪本社　秘書室長　兼　秘書課長　兼　東
京本社　広報課長

経営企画部 副部長

井上 陸
食品第二部長　兼　食品第三課長 兼　HANWA CHILE
LIMITADA（社長）

食品第二部長　兼　食品第三課長

吉田 誉 厚板部副部長　兼　厚板第一課長 厚板部 副部長 兼 厚板第二課長

福元 順治 食品第三部副部長　兼　食品第七課長 PT.HANWA INDONESIA

藤田 耕司 薄板グローバル課長 海外営業第一課長

岡 忠信 エネルギー･生活資材･紙料品質管理課長 食品品質管理課長　兼　石油･化成品･紙料品質管理課長

岡田 修一 生活資材第一課長 HANWA VIETNAM CO.,LTD.（ハノイ事務所長）

石榑 光一 国内グループ支援課長（東京駐在） 東京貿易経理課長

渡辺 健司 棒鋼第二課長 北海道支店 営業課長

井上 泰 薄板第二課長 薄板課長

片島 章徳 鋼管販売第二課長 大阪本社 住宅建材課長

福沢 大五郎 新規事業推進室長 プロジェクトチーム長

佐々木 孝之 食品品質管理課長 食品品質管理課 

久保 賢介 鉄構営業第二課長　兼　工務課長
鉄構営業第二課長　兼 エスケーエンジニアリング株式会
社

土井 将一 営業会計課長 経理第一課長

伊藤 光太郎 製鋼原料第三課長 製鋼原料第一課長

染谷 朋宏 薄板第一課長 自動車鋼材第二課長

長岡 伸彦 経理第一課長 経理第二課長

原田 将享 鋼板建材第二課長　兼　ステンレス課長 ステンレス課長

梶川 陽平 プライマリーメタル第三課長 HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD.

小竹 康 ステンレスグローバル課長 海外営業第二課

木佐 章悟 鋼板建材第一課長 鋼板建材課長

1



【氏  名】 【発          令】 【現          職】

(東京本社) 　

松井 亮二 食品第四課長 　食品第四課

浦上 元秀 木材第一課長 ファーストウッド株式会社

佐々木 一真 建材第三課長 建材第一課長

楢本 有毅 厚生課長（東京駐在） 人事課

岩﨑 弘明 鉄構営業第三課長 鉄構営業第二課  兼 エスケーエンジニアリング株式会社

松原 功昌 厚板･鋼管グローバル課長 海外営業第三課長

谷 武郎 厚板第二課長 厚板第三課 

河野 友里 経理第二課長 経理第二課

田村 優英 舶用石油課長 舶用石油課

鴨頭 直史 製鋼原料第一課長 製鋼原料第一課

北村 泰昭 鉄構営業第一課長 鉄構営業第一課　兼 エスケーエンジニアリング株式会社

(大阪本社)

太田 伸一郎 スチールサービス事業推進室長 浙江大明阪和金属科技有限公司

牛尾 和司 生活資材部長 化成品第二課長

船津 宏彰 鉄構営業部長　兼　鉄構営業二課長
鉄構営業第二課長　兼 エスケーエンジニアリング株式会
社

北村 龍三 総務部長（大阪駐在）　兼　環境･CSR室長 総務課長

戎 勝則 四国営業所長 株式会社ダイサン（東京）

綾 一史
紙料課長（大阪駐在）　兼　（有）アルファフォルム
（社長）

東京本社 紙料課長 兼 （有）アルファフォルム（ 社長）

朝喜 勲 住宅建材課長 すばる鋼材株式会社

松永 真宏 大阪木材課長 東京本社 木材第一課長

向井 秀人 スチールサービス事業推進課長 スチールサービス事業推進チーム

二宮 常治 監査企画課長 監査課長（大阪）

加藤 敦司 プロジェクト開発課長 名古屋支社 総務課長

三島 喜世美 国内監査課長 監査課（大阪）

南 昌孝 生活資材第二課長 化成品第二課

久保山 広大 建材第二課長 建材第二課

溝端 育子 総務課長 総務課

(名古屋支社)

大林 伸司 鋼材販売部長 鋼板販売課長

平井 功 鋼板販売課長 厚板第二課長

氷見 通敏 厚板部副部長　兼　厚板第一課長 三重鋼業株式会社（社長）

野波 朗 鋼板建材第一課長 厚板第一課長

中西 夏樹 鋼板建材部長 東京本社 鋼管販売第二課長

山下 博隆 プロジェクト開発課長 建材第二課長

山口 渉 建材第二課長 東京本社 建材第二課

秋田 壮一 人事総務課長 国内グループ支援課長（東京駐在）

西口 直輝 厚板第二課長 厚板第二課
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【氏  名】 【発          令】 【現          職】

(九州支社)

和田 寛之 条鋼部副部長　兼　条鋼第一課長 条鋼第一課長　兼　条鋼第二課長

藤村 直嗣 条鋼第二課長 条鋼第二課

(北海道支店）

中塚 守彦 営業第二課長 大阪本社 建材第二課長

野口 祥二郎 営業第一課長 営業課

(東北支店）

水野 陽介
東北支店長　兼　八戸営業所長　兼　仙台流通センター
長

東京本社 条鋼建材第二部長

(北関東支店）

田中 仁美 営業第一課長　兼　営業第二課長　兼　水戸営業所長
東京本社 鉄構営業第一課長　兼　エスケーエンジニアリ
ング株式会社

中村 武史 北関東スチールセンター長 北関東スチールセンター

(国内出向)

中村 正孝 三重鋼業株式会社（社長） 東京本社 厚板部長

(海外事務所）

堀米 秀人 ミャンマー事務所長 東京本社 厚板第三課長

(海外出向)

高岡 宏治 阪和（上海）管理有限公司（総経理）兼　天津事務所長 東京本社 海外営業第一部長 兼 貿易業務部長

岸本 秀樹 HANWA VIETNAM CO.,LTD.（社長） ミャンマー事務所長

名古路 邦弘
HANWA INDIA PRIVATE LTD.（社長　兼　ムンバイ事務所
長）

東京本社 海外営業第二課長

以上
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