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報道各社 各位 

2020年 9月 17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第

71期が始まる 2020年 9月 21日付で実施します。 

 

新工場の生産体制は順調に推移しつつも、コロナ禍をはじめ社会環境の変化は激しく、これまでの

モデルにとらわれない事業の成長が急務となっています。これを受け、71期の組織、体制は下記のよ

うに改めました。 

 
１） 経営企画本部に「ニューノーマル事業室」を設置 

ニューノーマル（新しい常態）は「不確実性の高まり」を意味しており、事業対応力が重要。

新ビジネスを生むだけでなく、その意味、価値を正しく理解する人材を育て、企業全体の発展

の可能性を追求する。 

 
２） 営業力のさらなる強化 

 熊本支店に「執行役員」を配置し、経営と一体化した営業を意識する 
社会の変化が現れる現場＝営業のアンテナ強化のために執行役員が直接営業活動を行う 

 九州支店を広域化し、福岡、佐賀、長崎、大分、宮﨑、鹿児島は九州支店（福岡）管轄とす

る 
地域間事情を正しく把握し、変化を先読みする広域拠点として九州支店を活性化させる 

 OEM生産など社外との営業と、ソリューション提供などの支援部隊を営業に統合する 
海外生産が国内に回帰する中 OEM供給は増加が見込まれ、その窓口を強化する必要があ

り、同時に専門領域（文化財、展示施設、展示手法等）の充実による社外との連携強化

を、さらに重要視する 

 
３） 製造現場の対応力 

 既述の通り、変化への対応力こそがメーカーの分水嶺となるため、引き続き「つながる」を

意識した工場を目指し、デジタル化（DX)による設計力強化を求めていく 

 
４） 危機管理力の拡充 

 デジタルガバメントの社内版、ガバナンス局を軸として、社内外への情報共有を推進する 
 管理本部による社内マネジメントを強力にフォローし、「ニューノーマル」のもとで、  

自ら考え行動する組織への成長を目指す 
 業務能力向上とともに、「不確実性リスク」に対する瞬発力を強化する 
 リスクへの感度や適応力を高めるために、「金剛グループ」全体の経営資源を有効活用し、

危機管理力の拡充を図る 
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人事異動(執行役員) 

氏名 新職 旧職 

高津 英文 執行役員管理本部本部長 執行役員営業本部本部長 

甲斐 俊吾 執行役員（営業担当） 
営業本部熊本・南九州支店支店長 

兼宮崎営業所所長兼鹿児島営業所所長 

 

人事異動(局長・副本部長・支社長) 

※GL＝グループリーダー（部長級） TL＝チームリーダー 

氏名 新職 旧職 

坂井 一隆 
経営企画本部本部長 

兼ニューノーマル事業室室長 

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 

鹿井 一宏 営業本部本部長 
経営企画本部副本部長 

兼事業推進室室長 

吉本 文昭 

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 

営業本部福岡支店特販グループ GL 

兼営業一チーム TL 

角田 茂 営業本部九州・沖縄支社支社長 九州支社支社長 

堀 博典 
営業本部熊本支店支店長 

兼八代営業所所長 
九州支社副支社長 

岩根 豊 
営業本部副本部長 

（新事業・営業サポート・戦略担当） 

営業本部熊本・南九州支店支店長代理 

兼八代営業所所長 

 

人事異動 

※GL＝グループリーダー（部長級） TL＝チームリーダー 

氏名 新職 旧職 

永沼 麻子 

管理本部経理グループ 

駐在管理チーム TL 

兼ガバナンス局社長室勤務 

ガバナンス局社長室 

兼管理本部駐在管理グループ 
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中根 勇治 
経営企画本部ニューノーマル事業室 

ニューノーマル事業グループ GL 

営業本部設計デザインセンター 

グループ GL 

木本 拓郎 
経営企画本部ニューノーマル事業室 

ニューノーマル事業チーム TL 

経営企画本部事業推進室 

海外事業チーム TL 

兼企画展示グループ企画展示チーム TL 

兼事業開発グループ事業開発チーム TL 

赤石 健太 

経営企画本部経営戦略室 

経営戦略グループ GL 

兼管理本部経理グループ GL 

管理本部経理グループ GL 

塩見 光信 営業本部東京支店支店長 
営業本部東京支店副支店長 

兼フロントライングループ GL 

上野 哲生 営業本部東京支店副支店長 
営業本部名古屋支店副支店長 

兼営業一チーム TL 

前田 健 
営業本部名古屋支店副支店長 

兼北陸営業所所長 
営業本部名古屋支店北陸営業所所長 

岡野 真一 
営業本部中四国支店副支店長 

兼広島営業所所長兼岡山営業所所長 

営業本部中四国支店広島営業所所長 

兼岡山営業所所長 

伊集院 直親 営業本部九州支店支店長 
経営企画本部事業推進室 

新事業グループ GL兼新事業チーム TL 

吉村 昭寛 
営業本部九州支店支店長代理 

兼宮崎営業所所長兼鹿児島営業所所長 
営業本部福岡支店支店長兼副支店長 

内田 勝樹 営業本部九州支店営業一チーム TL 
営業本部西九州支店副支店長 

兼佐賀営業所所長 

市原 和宏 
営業本部九州支店長崎営業所所長 

兼佐賀営業所所長 
営業本部西九州支店支店長 

平野 良孝 営業本部熊本支店営業一チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店 

営業一チーム TL 
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上村 貴文 営業本部熊本支店営業二チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店 

営業二チーム TL 

太田 裕樹 営業本部熊本支店営業三チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店 

営業三チーム TL 

田中 伸一 営業本部熊本支店特販一チーム 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 

宋 秀幸 営業本部熊本支店特販二チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店 

特販グループ特販二チーム TL 

多田隈 卓司 

営業本部営業支援事業部 GL 

兼文化事業グループ GL 

兼文化財・環境チーム TL 

営業本部文化財・環境グループ GL 

兼文化財・環境チーム TL 

日髙 信幸 
営業本部営業支援事業部 

文化事業グループ企画展示チーム TL 

経営企画本部事業推進室 

企画展示グループ GL 

矢賀部 仁 
営業本部製造事業部 GL 

兼製造事業チーム TL 

経営企画本部経営戦略室 

経営戦略グループ GL 

兼事業推進室事業開発グループ GL 

宮﨑 涼子 
営業本部製造事業部海外事業チーム TL 

兼熊本支店営業支援チーム TL 

経営企画本部事業推進室 

海外事業チーム 

仲原 裕二 製造本部生産グループ GL 
製造本部製品設計部 

製品設計グループ GL 

荒木 誠 
製造本部生産グループ生産チーム TL 

兼アッセンブリーパート PL 

製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム計画パート SPL 

平井 聖 製造本部生産グループ塗装チーム TL 
製造本部生産技術・管理部 

製造管理グループ生産技術チーム TL 

池田 英章 製造本部生産計画グループ GL 
製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム TL 
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前田 正之 
製造本部生産計画グループ 

生産管理チーム TL 

製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム計画パート PL 

堀田 義博 
製造本部製造管理グループ GL 

兼生産技術チーム TL 

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 

山下 大輔 
製造本部開発・設計グループ 

システムサポートチーム TL 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

システムサポートチーム 

 


