
  

≪ニュースリリース≫ 
      

 

当社は、下記のとおり組織・役員所管業務変更並びに人事異動を行いますのでお知らせいたします。 
    

１． 組織変更について（4 月１日付） 

■ 開発本部に新規事業を企画する新事業戦略室を新設する。 

■ 管理本部に所属する広報部を経営企画本部の所属に変更する。 

■ 管理本部を廃止し、経理部、総務部、人事部、法務部を独立組織とする。 

    

２． 執行役員の異動 

（１）新任（4 月 1 日付） 

氏 名 新 職 名 現 職 名 

江端 健一 総務部長 管理本部 総務部長 

谷岡 克則 営業本部 中部支社長 営業本部 東北支社長 

小川 拓也 経営企画本部 副本部長 管理本部 人事部長 兼 広報部長 

 

 

（２）退任（３月３１日付） 

氏  名 現 職 名 退任後の予定 

纐纈 泰生 管理本部長 特命担当顧問 兼 経理部長付 

Greg Ellis 
リンナイオーストラリア株式会社 

社長 
（継続） 

藤岡 孔治 営業本部 営業部長 （継続） 

 

 

 

 

 

 

組織・役員所管業務変更並びに人事異動について 

 

2020 年 3 月 4 日（水） 

（注） 本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能

性がありますので、あらかじめご了承下さい。 

≪本件についてのお問い合わせ先≫ 

リンナイ株式会社 広報部：052-361-8211（代表） 

 
 
 



 

３．執行役員 所管業務（4 月 1 日付） 

 氏  名  新 職 名  現 職 名  

社長執行役員 内藤 弘康   

副社長 

執行役員 
成田 常則 （継続） 社長補佐 

専務 

執行役員 

小杉 將夫 （継続） 経営企画本部長 

近藤 雄二 
海外事業本部長 

ビジネス企画部管掌 

海外事業本部長 兼 第１営業部長 

兼 第３営業部長 

ビジネス企画部管掌 

常務 
兼子 輝將 （継続） 営業本部長 

執行役員 
森  錦司 （継続） 品質保証本部長 兼 環境部長 

 
中島 忠司 （継続） 開発本部長 兼 技術管理部長 

 
大井 裕久 生産本部長 生産本部長 兼 生産管理部長 

執行役員 松本 和彦 （継続） 生産本部 瀬戸工場長 

 
清水 正則 （継続） 開発本部 技術開発部長 

 
井上 一人 （継続） 生産技術部長 

 
白木 英行 （継続） 

営業本部 副本部長 

兼 関東支社長 

 
○ 江端 健一 総務部長 管理本部 総務部長 

 
○ 谷岡 克則 営業本部 中部支社長 営業本部 東北支社長 

 
○ 小川 拓也 経営企画本部 副本部長 管理本部 人事部長 兼 広報部長 

 
石川 文信 （継続） 株式会社ガスター 社長 

 

遠藤 健治 （継続） 

アール・ビー・コントロールズ株式会

社 社長 

兼 能登テック株式会社 社長 

○ 新任 

 



 

４．人事異動（4 月 1 日付） 

氏  名  新 職 名  現 職 名  

竹本 安伸 開発本部 新事業戦略室長 
開発本部 技術開発部 

燃焼技術開発室長 

堀田 庄三 生産本部 暁工場長 
アール・ティ・エンジニアリング 

株式会社 社長 

粥川 昇一 生産本部 購買部長 株式会社柳澤製作所 社長 

江口 昌吾 生産本部 生産管理部 次長 生産本部 生産管理部 

畠山 健史 営業本部 東北支社長 
営業本部 東北支社 副支社長 

兼 仙台支店長 

藤澤 修一 営業本部 東北支社 仙台支店長 
営業本部 東北支社 北東北支店 

秋田営業所長 

清滝 一也 営業本部 関東支社 北関東支店長 
営業本部 関東支社 北関東支店 

副支店長 

大島 徹也 営業本部 新潟支店長 営業本部 中部支社 長野支店長 

立松 真也 営業本部 中部支社 長野支店長 
営業本部 中部支社 東海支店 

名古屋営業所 名古屋第一営業所長 

岡野 哲明 営業本部 関西支社長 営業本部 関西支社 京滋支店長 

石原 正史 営業本部 関西支社 京滋支店長 
営業本部 関西支社 大阪支店 

大阪第一営業所長 

高須 芳彦 
海外事業本部 副本部長 

兼 事業戦略部長 
海外事業本部 事業戦略部長 

枝松 太郎 海外事業本部 第１営業部 次長 海外事業本部 第１営業部 

岡 貴則 海外事業本部 第３営業部 次長 海外事業本部 第３営業部 

樋口 哲也 経営企画本部 広報部 次長 管理本部 広報部 

加島 厚朗 経理部長 管理本部 経理部長 

森部 慶司 人事部長 生産本部 購買部長 

今泉 陽詳 法務部 次長 管理本部 法務部 次長 

 

 

 



 

５．グループ会社人事異動（4 月 1 日付） 

氏  名  新 職 名  現 職 名  

服部 達也 株式会社柳澤製作所 社長 生産本部 暁工場長 

梅村 武司 
リンナイ精機株式会社 社長 兼 

ジャパンセラミックス株式会社 社長 
リンナイ精機株式会社 社長 

阪野 生次 
アール・ティ・エンジニアリング 

株式会社 社長 

株式会社ガスター 

生産本部 副本部長 

 
          

以上 


