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各   位 

東 京 都 新 宿 区 揚 場 町 2 番 1 号                     

大 興 電 子 通 信 株 式 会 社                       

代表取締役社長   津 玉 高 秀 

                                                  （コード番号８０２３ 東証第二部） 

問合せ先 
執 行 役 員 

コーポレート本部長  渡 邊 高 男 

（ＴＥＬ０３－３２６６－８１１１） 

機構改正および主要人事異動のお知らせ 

 

本日開催いたしました取締役会におきまして、平成 25年４月１日付をもって下記のとおり機構改

正および主要人事異動を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．機構改正 

(1) ビジネスユニットの推進を一層強化。産業ビジネス統括本部、インフラビジネス統括本部

に、新たに公共ビジネス統括本部を加え本社本部組織を再編統合。 

(2) 産業ビジネス統括本部はその配下を製造ビジネス本部、流通ビジネス本部の二本部制とし、

直轄に業務ソリューション統括部を設ける。 

(3) インフラビジネス統括本部はネットワークビジネス統括部に金融ビジネス統括部を統合

させ、エンジニアリングビジネス統括部との二統括部制に再編する。 

(4) 公共ビジネス統括本部は公共システム本部と社会インフラビジネス本部を再編しての上

部組織とし、事業分野の近接する業務を集中させ人的資源の活用を目指す。 

(5) マーケティング本部は再編の上、新たに経営企画室を新設し経営サポート力を強化する。 

 

 【改正後の組織表】 

別紙参照願います。 

 



異動対応表

氏名 新所属 旧所属

取締役

本横山　勇 取締役常務執行役員
（ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部、ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部分担）

取締役常務執行役員 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
（公共ｼｽﾃﾑ本部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部分担）

三木　格 取締役上席執行役員
（ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部、名古屋支店、関西支店、
　ｴﾘｱ営業本部、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部分担）

取締役上席執行役員
（ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部、名古屋支店、関西支店、
　ｴﾘｱ営業本部、ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部分担）

山寺　光 取締役上席執行役員　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部長
（監査部分担）

取締役上席執行役員
（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部分担,監査部分担）

岡田　憲児 取締役執行役員 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長 兼 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
（製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、公共ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部
　公共ｼｽﾃﾑ本部、社会ｲﾝﾌﾗ営業本部分担）

取締役執行役員 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長 兼 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
（製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部分担）

執行役員

本多　浩明 執行役員 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長 兼 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 執行役員 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長

小松　俊一 執行役員 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 兼 お客さま第一推進室長 執行役員 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 兼 事業推進室長
兼 お客さま第一推進室長

松山　晃一郎 執行役員 公共ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長 上席理事 公共ｼｽﾃﾑ本部 副本部長

上席理事

落合　廣樹 上席理事 公共ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 社会ｲﾝﾌﾗ営業本部長
兼 社会ｲﾝﾌﾗ営業部長

上席理事 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
兼 社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業統括部長

吉沢　隆 上席理事 コーポレート本部付
（出向）大興ビジネス株式会社

上席理事 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

佐藤　克己 上席理事 名古屋支店長 上席理事 名古屋支店長 兼 製造営業部長

村河　充彦 上席理事 名古屋支店 副支店長 兼 名古屋支店 ｼｽﾃﾑ部長 上席理事 ｴﾘｱ営業本部 中国支店 副支店長

辻　満 上席理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長 兼 基盤ｼｽﾃﾑ部長 上席理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 副本部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長

山口　豊彦 上席理事 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 副本部長 兼 経理部長
兼 ｿﾌﾄｳｪｱ購買部長 兼 ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部長

上席理事 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 副本部長 兼 経理部長
兼 購買部長 兼 ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部長

植草　浩 上席理事 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 副本部長 理事 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 副本部長

理事

政木　繁明 理事 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 副本部長 兼 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 理事 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

渡辺　茂弘 理事 中国支店 副支店長 理事 名古屋支店 副支店長 兼 名古屋支店 ｼｽﾃﾑ部長

小野　光一 理事 関西支店 副支店長 兼 関西支店 ｼｽﾃﾑ部長 理事 関西支店 副支店長

坂本　正一 理事 コーポレート本部付 理事 公共ｼｽﾃﾑ本部 副本部長 兼 社会ｼｽﾃﾑ統括部長

長島　哲夫 理事 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 理事 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼  購買集中ｾﾝﾀｰ長

小沼　伴好 理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部付 理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 副本部長

練木　一郎 理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 経営企画室長 理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 企画推進室長 兼 企画推進室 企画部長

飯塚　圭一 理事 静岡支店長 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 情報ｻｰﾋﾞｽ営業部長

部店長

望月　正嗣 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理 兼 製造第一営業部長
兼 製造第二営業部長　兼 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 製造第二営業部長 兼  rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

大野　倫尚 製造ｼｽﾃﾑ統括部 統括部長代理 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長 製造ｼｽﾃﾑ統括部 統括部長代理 兼 第一ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長

尾崎　信哉 製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長 製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部 副部長

江口　さつき EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 MROﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 ﾗｳﾝﾀﾞｰｾｰﾙｽ部長



異動対応表

氏名 新所属 旧所属

朝原　亨 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 流通第一ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 静岡支店長

板倉　守男 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 流通第二ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 関西支店 営業部 副部長

森田　睦浩 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 流通ｼｽﾃﾑ部長 関西支店 ｼｽﾃﾑ部長

田中　利幸 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 事業推進室 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

秋野　裕功 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ERPｼｽﾃﾑ部長

丹羽　崇憲 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 金融営業部長 金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 金融ｲﾝﾌﾗ営業部長

横山　義人 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸ金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

上手　康裕 名古屋支店 製造営業部長 名古屋支店 製造営業部

高橋　卓哉 東北支店長 新潟支店長

遠藤　賢一 新潟支店長 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業統括部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部長

梶山　智 北関東支店長 浜松支店

川原　靖 長野支店長 長野支店長 兼 松本支店長

手塚　孝彦 長野支店 副支店長 兼  松本支店長 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理 兼 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

小室　隆志 中国支店長 北関東支店長

久保田　隆 社会ｼｽﾃﾑ統括部長 兼 社会ｼｽﾃﾑ部長 社会ｼｽﾃﾑ統括部 統括部長代理
兼 第一社会ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二社会ｼｽﾃﾑ部長

石橋　和雄 社会ｲﾝﾌﾗ営業本部 医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長 事業推進室 事業開発部長

新田　洋士 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 事業推進部長 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 製造第一営業部長

中島　満 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 営業推進部長 企画推進室 推進部長

山口　祐一郎 経営企画室 室長代理 兼 企画推進部長 兼 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
兼 人材開発室長

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部



61期　組織図

　◆変更後

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 経営企画室

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部

社会ｼｽﾃﾑ統括部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

社会ｲﾝﾌﾗ営業本部

公共ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 公共ｼｽﾃﾑ本部 公共ｼｽﾃﾑ統括部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

エリア営業本部

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部

名古屋支店

関西支店

製造ｼｽﾃﾑ統括部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部

取締役会

代表取締役

監査役

監査役会



60期　下期組織図

　◆変更前

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 基盤技術統括部

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部

公共ｼｽﾃﾑ本部 公共ｼｽﾃﾑ統括部

社会ｼｽﾃﾑ統括部

社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

名古屋支店

関西支店

エリア営業本部

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ営業統括部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

取締役会

代表取締役

監査役

監査役会

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

製造ｼｽﾃﾑ統括部
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