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2021 年 2 月 19 日  

 

代表取締役の異動（退任）、役員等の異動  

および組織変更に関するお知らせ  

 

当社は、2021 年２月 19 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員等の

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。  

また、2025 年度に向けた長期ビジョン「SHOWA Next Stage for 2025」および「中期経営計画  

20－22」を確実に推進する体制を構築するため、2021 年４月１日付で組織変更を実施しますので、

併せてお知らせいたします。  

 

１．代表取締役の異動（退任）                                                                                           

 

（１）異動の理由  

任期満了に伴う退任  

 

（２）退任代表取締役の氏名等  

現役職名       代表取締役専務執行役員  

氏名          中村  圭介  （なかむら  けいすけ） 

生年月日        1956 年７月 30 日  

退任予定日      2021 年３月 31 日  

※代表権を有さない取締役となります。 

なお、2021 年６月下旬開催予定の第 120 回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任

し、顧問役に就任予定です。  

 

２．役員等の異動（2021 年４月１日付）                                                                                                 

 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）  

 

新  現  氏  名  

取締役  
代表取締役専務執行役員  

生産・技術部門統轄  
中村  圭介  

取締役執行役員  兼  

サンエイ糖化株式会社  

代表取締役社長（予定）  

取締役専務執行役員  

営業部門統轄、営業企画部・  

飼料畜産部・支店担当  

太田  隆行  

取締役専務執行役員  

研究開発部門統轄、 

品質保証部担当  

取締役常務執行役員  

研究開発部門統轄、 

品質保証部担当  

金子  俊之  

 

 

 

News Release 



取締役専務執行役員  

営業部門統轄、営業企画部・  

海外事業部・ソリューション営業部・

飼料畜産部・穀物原料部担当  

取締役常務執行役員  

海外事業部・広域営業部・  

製粉部・糖質部担当  

国領  順二  

取締役常務執行役員  

管理部門統轄  兼  経営企画部長  

取締役常務執行役員  

管理部門統轄  
大柳  奨  

取締役常務執行役員  

ミックス・パスタ事業統括室・  

油脂部・食品部・支店担当  

取締役常務執行役員  

油脂部・食品部・原料部担当  
山口  龍也  

 

 

（２）執行役員  

 

新  現  氏  名  

専務執行役員  

生産・技術部門統轄、  

ロジスティクス部担当  

常務執行役員  

鹿島工場長  髙橋  秀和  

常務執行役員  

広域営業部・製粉部・ 

糖質部担当  

執行役員  

糖質部長  塚越  英行  

執行役員  

飼料畜産部長  

執行役員  

油脂部長  
荒川  謹亮  

執行役員  

情報システム部長  

執行役員  

総務部長  
松嶋  伸  

執行役員  

鹿島工場長  

神戸工場長  
永井  俊彦  

 

 （３）人事異動  

 

新  現  氏  名  

総務部長  人事部長  高橋  秀典  

人事部長  情報システム部長  村田  吾大  

ロジスティクス部長  福岡支店長  丸山  眞爾  

品質保証部長  ― 野口  康人  

ミックス・パスタ事業統括室長  品質保証部長  金森  啓至  

ソリューション営業部長  ― 渡辺  裕明  

油脂部長  経営企画部長  小山  征信  

糖質部長  名古屋支店長  大屋  幸浩  

穀物原料部長  ― 飯塚  敦士  

名古屋支店長  原料部長  伊藤  大祐  



福岡支店長  ― 矢野  泰清  

関東信越支店長  ― 平塚  雅樹  

神戸工場長  ― 川端  敏照  

昭産商事株式会社  出向  飼料畜産部長  阿部  健太郎  

奥本製粉株式会社  出向  ミックス・パスタ事業統括室長  登藤  博文  

ボーソー油脂株式会社  出向  ロジスティクス部長  飯田  岳之  

株式会社スウィングベーカリー   

代表取締役社長  
― 塚田  栄寿  

ガーデンベーカリー株式会社  出向  

代表取締役社長  

ガーデンベーカリー株式会社  出向  

代表取締役社長  兼   

タワーベーカリー株式会社  出向  

代表取締役社長  

生和  良一  

タワーベーカリー株式会社  出向   

代表取締役社長 (予定 ) 

昭和冷凍食品株式会社  出向   

代表取締役社長  
佐藤  誠  

昭和冷凍食品株式会社  出向  

代表取締役社長 (予定 ) 

株式会社スウィングベーカリー  出向  

代表取締役社長  
金子  敦  

昭和鶏卵株式会社  出向  

代表取締役社長 (予定 ) 
関東信越支店長  藤原  勇一  

昭産開発株式会社  出向  

代表取締役社長 (予定 ) 
昭産商事株式会社  出向  吉橋  毅  

昭和産業健康保険組合  出向  

常務理事  

昭和鶏卵株式会社  出向  

代表取締役社長  
不破  恒昭  

 

３．役員等の異動（2021 年６月下旬予定）                                                                    

 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）  

 

新  現  氏  名  

取締役常務執行役員  

広域営業部・製粉部・ 

糖質部担当  

常務執行役員  

広域営業部・製粉部・ 

糖質部担当  

［2021 年４月１日付予定］  

塚越  英行  

取締役  

※会社法第２条第１５号に  

定める社外取締役の候補者  

― 三上  直子  

（注１）2021 年６月下旬開催予定の第 120 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定  

（注２）三上直子は、株式会社シーボンの代表取締役副社長（現任）  

 

 

 

 

 



（２）退任予定取締役  

 

新  現  氏  名  

（退  任） 

※顧問役に就任  

取締役  

［2021 年４月１日付予定］  
中村  圭介  

（退  任） 

サンエイ糖化株式会社  

代表取締役社長  

取締役執行役員  兼  

サンエイ糖化株式会社  

代表取締役社長  

［2021 年４月１日付予定］  

太田  隆行  

（注１）2021 年６月下旬開催予定の第 120 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定  

（注２）太田隆行は、取締役退任後も引き続き執行役員として在任予定  

 

 

４．組織変更（2021 年４月１日付）                                             

 

（１）原料部の組織変更  

【内  容】 

原料部を穀物原料部に改称し、「製粉・油脂原料グループ」と「飼料・糖質原料グループ」

を設置する。 

 【理  由】 

原料調達業務を一元化し、全社の原料需給を集約管理することで、調達および荷役の

効率化を図り、原料購買部門が穀物サイロ運営を担う当社独自のビジネスモデルを強化す

る。また、「昭和産業グループ調達方針」のもと、サプライチェーンマネジメントの強化（環境・

人権への配慮、安定的な調達活動、調達リスクの分散等）を推進する。更には、「穀物ソリュ

ーション・カンパニー」として、小麦、大豆、菜種、トウモロコシ等と多岐に渡る穀物原料の知

識と全社的視野を持ったスペシャリストを育成する。  

【組織図】  

[現行 ]                 [変更後 ]  

原料部        →        穀物原料部  製粉・油脂原料グループ  

飼料・糖質原料グループ  

 

（２）ソリューション営業部の新設  

【内  容】 

営業部門にソリューション営業部を新設する。  

 【理  由】 

2023 年スタートの次期中期計画に向け、事業横断的販売体制に対応する「顧客別販売

機能」の営業部を新設する。 

有望市場や新規顧客に対して昭和産業グループの原材料、製品・商品を使用したメニュ

ーや関連市場情報などを用いて顧客課題解決型の提案を行う営業組織とする。  

 

 

以  上  

 

 

 

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞  

昭和産業株式会社  経営企画部  コーポレート・コミュニケーション室  担当：伏見・赤松  

TEL：03-3257-2042 


