
各　　位
会 社 名 株　式　会　社 　伊　藤　園
代表者名 代表取締役社長　本庄　大介

（コード番号2593　東証第一部）
問合せ先 管理本部長　　　　平田　篤
電話番号

2019年4月25日に開催いたしました取締役会におきまして、役員人事及び組織変更を決定いたしましたので、

ご報告申し上げます。

当社では、2012年5月1日より執行役員制度を導入しております。今般、取締役会の監督機能の向上と
機動的な執行体制の構築を図る一環として、取締役と執行役員の役割および責任を一層明確化するために、
下記の通り、社長をはじめとする役位の位置付けを変更しております。

１．当社役員人事

（1）新任取締役候補者　（2019年7月下旬開催予定の定時株主総会に付議）

　　　　　　　たなか　　　　　ゆたか

社外取締役 田　　中　　　　豊 （現　株式会社伊藤園　社外監査役）

（2）新任監査役候補者　（2019年7月下旬開催予定の定時株主総会に付議）

　　　　　　　なかごみ　　　　しゅうじ

常勤監査役 中　　込　　修　　二 （現　株式会社伊藤園　常務執行役員 物流本部長）

　　　　　　　みやじま　　　　たかし

社外監査役 宮　　嶋　　　　孝 （現　りそなキャピタル株式会社　代表取締役社長）

（3）退任監査役予定者　（2019年7月下旬開催予定の定時株主総会終了時）

　　　　　　　たかはし　　　　みのる

常勤監査役 高　　橋　　　　實

　　　　　　　たなか　　　　　ゆたか

社外監査役 田　　中　　　　豊

（4）取締役の管掌変更　（2019年5月1日付）

取締役副会長 取締役副社長
コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 内部統制、コンプライアンス、生産本部、物流本部担当

取締役副社長　執行役員 取締役副社長　国際本部長
管理本部、国際本部担当 管理本部担当

マーケティング本部担当

取締役　専務執行役員　広域量販店営業本部長
広域流通営業本部担当

２．組織変更 （2019年5月1日付）

　［管理本部］
・「Ｔ２０２０推進部」および「ＣＳＲ/ＥＳＧ推進部」を統合し、「ＣＳＲ/ＥＳＧ推進部」とする。
・「法務・知財部」を「法務部」および「知的財産部」に分割する。

　［営業統括本部］
・「営業管理本部」を「営業統括管理本部」に改称する。
・「地域営業管理部」および「広域営業管理部」を統合し、「営業統括管理部」に改称する。
・「事務センター」を部格に変更する。
・「管理本部」所管の「業務管理部」を「営業統括管理本部」へ移管し、「顧客販促管理部」に改称する。

記

役員人事及び組織変更のお知らせ

０ ３ － ５ ３ ７ １ － ７ １ ９ ７

氏名 新 旧

ほんじょう　だいすけ
代表取締役社長　執行役員 代表取締役社長

本庄　大介

代表取締役副社長　執行役員　営業統括本部長 代表取締役副社長　営業統括本部長
本庄　周介

はしもと　しゅんじ

橋本　俊治

2019 年 4 月 25 日

取締役　専務執行役員

なかの　よしひさ
取締役　専務執行役員　生産本部長 常務取締役　広域流通営業本部長

中野　悦久

かみや　しげる
常務取締役　広域量販店営業本部長

神谷　茂

わたなべ　みのる

渡辺　實

やしろ　みつお
専務取締役　マーケティング本部長

社　三雄

ほんじょう　しゅうすけ



役名 氏名 生年月日 略歴

当社新任社外取締役候補者 略歴

札幌国税局入局

平成15年７月 東京上野税務署長

平成18年７月 高松国税不服審判所長

1 社外取締役
田中　豊

（たなか　ゆたか）
昭和22年6月5日

（71歳）

昭和41年４月

平成25年７月 当社監査役就任（現職）

平成26年3月 青山学院大学客員教授（退職）

平成19年７月 国税庁長官官房付

平成19年８月 田中税理士事務所所長（現職）

平成20年4月 青山学院大学客員教授



 埼玉りそな銀行 執行役員 

    融資部担当兼融資管理部担当

平成19年５月  商品部長

平成22年５月  地域営業管理本部副本部長

当社新任監査役候補者 略歴

役名 氏名 生年月日 略歴

平成24年５月  執行役員就任

平成24年５月  地域営業管理本部長

平成26年５月  物流本部長代行兼事業戦略室長

平成26年７月  取締役就任

平成29年５月  物流本部長

平成30年５月  常務執行役員就任（現職）

平成30年７月  取締役退任

2 社外監査役
宮嶋　孝

（みやじま　たかし）
昭和35年12月9日

（58歳）

昭和58年５月  埼玉銀行入行

平成15年11月  りそな銀行　長岡支店長

1 常勤監査役
中込　修二

（なかごみ　しゅうじ）
昭和33年3月15日

（61歳）

昭和56年３月  伊藤園入社

平成28年４月  同社 常務執行役員 融資部担当

平成29年４月  りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 （現職）

平成20年４月  同社 上野・日暮里エリア 営業第一部長

平成22年６月  同社 執行役員 多摩地域担当

平成27年７月
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監 査 役 会 取　　  締　  　役  　　会

株式会社 伊藤園
2019年5月1日 現在

組 織 図 株　　  主　  　総  　　会

監  査  役 代　表　取　締　役  会　長

代　表　取　締　役  社　長

執行役員会

営業統括本部

マーケティング
本部

管理本部
広域流通
営業本部

中四国･九州
地域営業本部

関西
地域営業本部

中部
地域営業本部

南関東
地域営業本部

東京･千葉
地域営業本部

静岡
相良工場

北関東･東関東
地域営業本部

北海道･東北
地域営業本部

国際本部
広域法人
営業本部

生産本部 物流本部
営業統括
管理本部

特販
営業本部

広域量販店
営業本部


