
NEWS RELEASE 

 

平成 21 年 4 月 24 日 

オリエンタル酵母工業株式会社 
 

組織改革、及び役員・主要社員・関係会社役員等の人事異動に関するお知らせ 
 
 
組織改革、及び役員・主要社員・関係会社役員等の人事異動を、下記のとおりお知らせい

たします。 
記 

１．組織改革 

 
平成２１年６月１日付 
（１）食品事業本部、バイオ事業本部を管掌する事業本部管掌取締役を設置する。 

（２）経営企画本部を廃止する。 

 （３）経営企画本部企画・広報部を経営企画部とし、管理本部に置く。 

（４）技術・品質保証本部を技術・研究・品質保証本部と改称する。 
①経営企画本部研究統括室を研究統括部とし、技術・研究・品質保証本部に置く。ま

た、経営企画本部酵母機能開発部を酵母機能開発室とし、研究統括部に置く。 
   ②経営企画本部ＴＰＭ推進センターを技術・研究・品質保証本部技術部に移管する。 

 （５）経営企画本部海外事業部を海外事業部とし、事業本部管掌取締役が担当する。 

 （６）食品事業本部生産・開発統括部を分離し、それぞれ生産部、開発部とする。 
    食品開発センターを廃止し、食品開発センター（東京）、食品開発センター（埼玉）、 
    食品開発センター（富里）、食品開発センター（大阪）を開発部に置く。 

 （７）東京食品研究所を食品研究所に改称し、食品事業本部に置く。 

 （８）食品事業本部にフレッシュロンユニットを置く。 

 （９）バイオ事業本部に企画開発グループを置く。 

（１０）バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット及びライフサイエンス部Ｃ

Ｎユニットを廃止し、バイオ事業本部にリサーチソリューションユニット、バイオ

サイエンス部にＤＧユニット、ＢＲＰユニットを置く。 

（１１）バイオ事業本部ライフサイエンス部飼料・受託ユニットを受託飼料ユニットに改称

する。 
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※ 人事は「新職［旧職］、変動なし  氏名」の順 

 
２．役員等の異動 

 
平成２１年６月１日付

社長付［経営企画本部長兼企画・広報部長］、取締役 森 裕行 

事業本部管掌、海外事業部担当［食品事業本部長］、常務取締役 中川真佐志

食品事業本部長兼イーストユニット担当兼食品研究所長［食品事業本部副本

部長兼生産・開発統括部長兼イーストユニット管掌兼東京食品研究所長］、

取締役 

安藤正康 

兼食品事業本部マーチャンダイズユニット担当兼ＢＳユニット担当兼フレッ

シュロンユニット担当［食品事業本部マーチャンダイズユニット管掌］、取

締役食品事業本部副本部長   

若菜 智 

［バイオ事業本部業務部長］、取締役バイオ事業本部長 道木泰徳 

兼バイオ事業本部企画開発グループ長兼リサーチソリューションユニット部

長［バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット管掌］、取締役

バイオ事業本部副本部長兼バイオサイエンス部長 

新井秀夫 

技術・研究・品質保証本部長［技術・品質保証本部長兼技術部長］、取締役 水藤彰則 

兼食品事業本部粉体ユニット担当兼フィリングユニット担当、参与食品事業

本部営業統括部長   

葛西茂男 

管理本部経営企画部長［食品事業本部フィリングユニット担当部長］、参与 佐藤 彰 

兼バイオ事業本部ライフサイエンス部Ｆ＆Ａユニット部長 ［バイオ事業本部

ライフサイエンス部ＣＮユニット担当部長］、参与バイオ事業本部ライフサ

イエンス部長  

桑原吉史 

 
平成２１年６月２５日付

日清アソシエイツ（株）取締役社長、取締役社長付 森 裕行 
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平成２１年６月２６日付

取締役技術・研究・品質保証本部副本部長、技術・研究・品質保証本部研究

統括部長兼酵母機能開発室長兼食品事業本部食品研究所副所長兼食品研究所

酵母機能開発グループ長  

神前 健 

取締役食品事業本部副本部長［参与］、食品事業本部営業統括部長兼粉体ユ

ニット担当兼フィリングユニット担当  

葛西茂男 

取締役、（株）日清製粉グループ本社代表取締役副社長 宮内泰高 

常任監査役［（株）日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長］ 山﨑増郎 

顧問［常任監査役］ 毛利宏一郎

参与、長浜事業所長兼長浜事業所生化学生産開発センター所長 内田浩二 

なお、現 取締役 森 裕行、および現 取締役 正田 修は、平成２１年６月２６日に退任の

予定です。 

 
３．主要社員の異動 

 
平成２１年６月１日付

技術・研究・品質保証本部技術部長［技術・品質保証本部技術部次長］ 斎藤 敏 

技術・研究・品質保証本部研究統括部長兼酵母機能開発室長兼食品事業本部食品研

究所副所長兼食品研究所酵母機能開発グループ長［経営企画本部酵母機能開発部長

兼研究統括室長兼東京食品研究所副所長兼東京食品研究所酵母機能開発グループ

長］ 

神前 健 

管理本部経営企画部次長［ＯＹＣ ＥＵ Ｂ.Ｖ.社長］ 長岡良幸 

ＯＹＣ ＥＵ Ｂ.Ｖ.社長兼海外事業部［ＯＹＣ Ａmericas, Inc.兼経営企画本部

海外事業部］ 

仲西一裕 

食品事業本部開発部長[食品開発センター所長兼食品開発センター（東京）センタ

ー長兼食品事業本部粉体ユニット担当部長] 

佐藤信良 

食品事業本部生産部長兼イーストユニット部長［食品事業本部イーストユニット担

当部長兼生産・開発統括部副部長］ 

吉田 巌 

食品事業本部業務部（物流プロジェクト担当所沢駐在）［関東物流センター長兼食

品事業本部業務部（物流担当）］ 

小熊 敏 
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関東物流センター長［関東物流センター長代理］ 木下桂二 

食品事業本部マーチャンダイズユニット部長［関東営業所長］ 福田稔成 

関東営業所長［仙台営業所長］ 水木英輔 

仙台営業所長［関東営業所所長代理］ 山田和男 

管理本部経理部次長［中四国営業所長］ 伊藤 孝 

中四国営業所長［福岡営業所所長代理］ 野村陽太郎

バイオ事業本部業務部長［バイオ事業本部業務部副部長］ 藤森 浩 

埼玉工場埼玉事務管理センター所長［管理本部経理部課長職］ 越後義博 

管理本部経理部課長職［管理本部経理部情報システムセンター所長代理］ 西出宏太 

北山ラベス（株）［経営企画本部企画・広報部次長］ 篠田秀二 

管理本部経営企画部課長職 ［経営企画本部本部長付］ 紀平安則 

技術・研究・品質保証本部研究統括部課長職 ［経営企画本部研究統括室室長代理］ 増田佳史 

技術・研究・品質保証本部研究統括部酵母機能開発室室長代理 ［経営企画本部酵

母機能開発部課長職］ 

糟谷健二 

食品事業本部フィリングユニット部長［食品事業本部フィリングユニット担当副部

長］ 

森 勝之 

食品事業本部フィリングユニット課長［食品事業本部営業統括部課長職］ 植松優子 

兼食品事業本部フィリングユニット、食品開発センター（埼玉）センター長 清水 勉 

食品事業本部営業統括部課長職［食品開発センター（埼玉）センター長代理］ 野本博之 

食品事業本部生産部副部長［食品事業本部生産・開発統括部副部長］ 鳥内政雄 

食品事業本部生産部部長代理［食品事業本部生産・開発統括部部長代理］ 和田良樹 

食品事業本部生産部課長職［食品事業本部生産・開発統括部課長職］ 篠宮好明 

食品事業本部粉体ユニット部長［食品事業本部生産・開発統括部次長］ 福原英与 

食品開発センター（東京）センター長［食品開発センター（東京）センター長代理］ 松本寿人 

食品事業本部次長（品質管理担当）［エスケーフーヅ(株)取締役］ 渡辺 洋 
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食品事業本部生産部部長代理［エスケーフーヅ(株)生産技術部副部長製造管理グル

ープリーダー］ 

加藤良和 

食品事業本部営業統括部第２部副部長兼フレッシュロンユニット部長［エスケーフ

ーヅ(株)取締役営業部長］ 

久留須克幸

食品事業本部営業統括部第２部部長代理兼フレッシュロンユニット［エスケーフー

ヅ(株)東京営業所長］ 

斉藤哲雄 

食品事業本部営業統括部第２部部長付（関西地区駐在）兼フレッシュロンユニット

［エスケーフーヅ(株)大阪営業所長］ 

福田慶治 

食品事業本部営業統括部第２部課長職兼フレッシュロンユニット［エスケーフーヅ

(株)東京営業所所長代理］ 

星野寿夫 

関東営業所所長代理（フレッシュロンユニット担当）［エスケーフーヅ(株) 東京

営業所所長代理］ 

金子辰夫 

福岡営業所所長代理（フレッシュロンユニット担当）［エスケーフーヅ(株)大阪営

業所福岡フロントオフィス長］ 

前村弥智夫

［食品事業本部フィリングユニット担当］、食品事業本部業務部課長職 春日 晃 

［埼玉工場埼玉事務管理センター所長］、埼玉工場次長兼埼玉工場製造課長 伊藤 修 

バイオ事業本部企画開発グループ次長兼リサーチソリューションユニット［(株)オ

リエンタルバイオサービス］ 

片桐 稔 

バイオ事業本部企画開発グループ長代理兼海外事業部［バイオ事業本部バイオサイ

エンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理］ 

松川寛和 

バイオ事業本部企画開発グループ長代理兼バイオサイエンス部ＤＧユニット［バイ

オ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理兼経営企画本部海

外事業部］ 

茨田和昌 

バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧユニット部長［バイオ事業本部バイオサイ

エンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理］ 

白坂元昭 

バイオ事業本部バイオサイエンス部ＢＲＰユニット部長［バイオ事業本部バイオサ

イエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理］ 

鈴木浩昭 

バイオ事業本部リサーチソリューションユニット部長代理兼企画開発グループ[バ

イオ事業本部ライフサイエンス部ＣＮユニット担当部長代理] 

木藤 実 
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バイオ事業本部リサーチソリューションユニット課長兼企画開発グループ [バイ

オ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当課長] 

山中直樹 

バイオ事業本部ライフサイエンス部次長 [千葉工場次長]、千葉工場製造課特注担

当課長 

百瀬清一 

バイオ事業本部ライフサイエンス部Ｆ＆Ａユニット課長 [東京バイオ営業所所長

代理（東海駐在）] 

池田仙史 

バイオ事業本部ライフサイエンス部Ｆ＆Ａユニット課長 [バイオ事業本部ライフ

サイエンス部ＣＮユニット担当課長] 

望月 淳 

兼バイオ事業本部ライフサイエンス部受託飼料ユニット部長 [バイオ事業本部飼

料・受託ユニット担当部長]、バイオ事業本部養魚飼料事業室長兼千葉工場飼料開

発センター次長 

植村 稔 

兼バイオ事業本部ライフサイエンス部受託飼料ユニット課長、バイオ事業本部養魚

飼料事業室室長代理兼千葉工場業務センター長代理 

松井誠治 

兼バイオ事業本部企画開発グループ、長浜事業所長浜生物科学研究所長 保田尚孝 

バイオ事業本部本部長付 [長浜事業所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長兼

技術・品質保証本部品質保証部] 

高田 卯 

長浜事業所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長兼技術・研究・品質保証本部品

質保証部 [長浜事業所長浜ライフサイエンスラボラトリー副所長兼大阪バイオ工

場品質保証室] 

谷口嘉之 

兼長浜事業所生化学開発センター品質管理室、長浜事業所生化学開発センター課長

職 

大賀一幸 

 [バイオ事業本部ライフサイエンス部Ｆ＆Ａユニット担当部長] 、(株)ケービーティ

ーオリエンタル取締役 

渡邊一貴 

大阪バイオ営業所所長代理[(株)ケービーティーオリエンタル] 安部 武 

東京バイオ営業所所長代理（東海駐在）[大阪バイオ営業所所長代理] 菅野 弘 

東京バイオ営業所所長代理 [(株)オリエンタルバイオサービス関東] 渡辺也寸志

(株)オリエンタルバイオサービス関東 [東京バイオ営業所所長代理] 山下 恭 

 
平成２１年６月２６日付

内部統制室[(株)ケービーティーオリエンタル代表取締役社長] 結城俊明 

技術・研究・品質保証本部技術部ＴＰＭ推進センター副所長 [(株)オリエンタルバ

イオサービス取締役］ 

武藤喜四郎
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４．関係会社組織改革及び役員の異動 

 
（１）組織改革 
 
平成２１年６月１日付 

エスケーフーヅ株式会社を存続会社として、株式会社パニーフーズネットを吸収合併し、

株式会社ＯＹＣフーズネットに商号を変更する。 
 
（２）役員の異動 
 
平成２１年６月１日付 
株式会社パニーフーズネット

退任 ［取締役相談役］、オリエンタル酵母工業㈱顧問 梅津芳男 

 
平成２１年６月１日付 
株式会社ＯＹＣフーズネット

代表取締役会長［エスケーフーヅ㈱代表取締役社長］、オリエンタル酵母工

業㈱顧問 

村本正顕 

代表取締役社長［㈱パニーフーズネット代表取締役社長］、オリエンタル酵

母工業㈱顧問 

藤本行博 

専務取締役営業本部長［エスケーフーヅ㈱常務取締役営業統括兼営業本部長］ 田中義雄 

常務取締役営業本部副本部長［㈱パニーフーズネット常務取締役営業本部長

兼営業第２部長］ 

矢野正一 

取締役管理部長［エスケーフーヅ㈱取締役管理部長］ 鈴木智之 

取締役営業本部第１営業部長［㈱パニーフーズネット取締役営業第１部長］ 橋崎明夫 

取締役業務部長［㈱パニーフーズネット取締役管理部長］ 菅野孝雄 

取締役［㈱パニーフーズネット代表取締役常務］ 中村 隆 

取締役［エスケーフーヅ㈱取締役］、オリエンタル酵母工業㈱参与食品事業

本部営業統括部長 

葛西茂男 

監査役［㈱パニーフーズネット監査役］オリエンタル酵母工業㈱常任監査役 毛利宏一郎
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平成２１年６月２６日付 
株式会社ＯＹＣフーズネット

監査役［取締役管理部長］ 鈴木智之 

監査役［㈱日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長］、オリエン

タル酵母工業㈱常任監査役 

山﨑増郎 

辞任［監査役］、オリエンタル酵母工業㈱顧問 毛利宏一郎

 
平成２１年６月２６日付 
株式会社日本バイオリサーチセンター

監査役［㈱日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長］、オリエン

タル酵母工業㈱常任監査役 

山﨑増郎 

辞任［監査役］、オリエンタル酵母工業㈱顧問 毛利宏一郎

 
平成２１年６月２６日付 
北山ラベス株式会社

取締役総務部管掌［社長付］ 篠田秀二 

監査役［㈱日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長］、オリエン

タル酵母工業㈱常任監査役 

山﨑増郎 

退任［取締役］オリエンタル酵母工業㈱取締役バイオ事業本部副本部長 新井秀夫 

辞任［監査役］、オリエンタル酵母工業㈱監査役 田中和雄 

 
平成２１年６月２６日付 
株式会社オリエンタルバイオサービス

オリエンタル酵母工業㈱技術・研究・品質保証本部技術部ＴＰＭ推進センタ

ー副所長［取締役営業部長］ 

武藤喜四郎

 
平成２１年６月２６日付 
株式会社オリエンタルバイオサービス関東

退任［専務取締役］、オリエンタル酵母工業㈱顧問 鎌田康行 

退任［取締役］、オリエンタル酵母工業㈱東京バイオ営業所所長代理 杉橋裕道 
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平成２１年６月２６日付 
株式会社ケービーティーオリエンタル

代表取締役社長［㈱オリエンタルバイオサービス関東専務取締役］オリエン

タル酵母工業㈱顧問 

鎌田康行 

専務取締役［取締役営業部長］ 渡邉一貴 

取締役管理部長［管理部主任］ 古賀勝也 

監査役［㈱日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長］、オリエン

タル酵母工業㈱常任監査役 

山﨑増郎 

監査役［代表取締役会長］ 渡邉 勲 

退任［代表取締役社長］、オリエンタル酵母工業㈱内部統制室 結城俊明 

辞任［監査役］ 安永秀樹 

辞任［監査役］、オリエンタル酵母工業㈱顧問 毛利宏一郎

 
平成２１年６月２６日付 
オリエンタルサービス株式会社

取締役、オリエンタル酵母工業㈱管理本部総務部次長 長島啓太 

退任［取締役］オリエンタル酵母工業㈱埼玉工場事務管理センター所長 越後義博 

 
 

以  上 
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