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問合せ先 
執 行 役 員 

コーポレート本部長  福 村 圭 一 

（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 10 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) 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部内にあった rBOM ﾋﾞｼﾞﾈｽ部を廃止・再編し、製造ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部を新設。商談

展開の多角化を図る。 

(2) 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部内に製造ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部を新設し、市場動向、顧客志向の正確且つ迅速な把握

による営業支援強化を図る。 

(3) 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部内にきららﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進室を新設し、きらら販売の支援強化を図る。 

(4) ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部の各部を以下にように改称・再編する 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ第一営業部・・・旧金融営業部（一課制）を二課制にし、金融を中心としながらも

その他ユーザーを取り込み業務範囲の拡大を図る。 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ第二営業部・・・旧ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部を再編し、旧来のユーザーを中心にﾈｯﾄﾜｰｸ第一営

業部との間でユーザーを再配分し経営資源効率化を図る。 

・ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部・・旧ﾈｯﾄﾜｰｸ金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部からの名称変更。活動範囲の拡大を目

指す。 

(5) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部は経営企画室の職務分掌である「経営全般の管理」をより明確にするため、

本部下にあったお客さま第一推進室、人材開発室をその配下に置く。 

 【改正後の組織図】 

別紙参照願います。 

 

２．主要人事異動 

   別紙参照願います。 

 

以 上 

 



新所属 旧所属

小松　俊一 執行役員 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 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

寺田　元一 執行役員 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 統括本部長代理
兼 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 兼 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼 製造ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

執行役員 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 統括本部長代理
兼 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 兼 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

植草　浩 上席理事 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 副本部長
兼 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

上席理事 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 副本部長

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
兼 きららﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進室長

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

練木　一郎 理事 経営企画室長 兼 企画推進部長
兼 お客さま第一推進室長

理事 経営企画室長

望月　正嗣 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理
兼 製造第二営業部長

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

中島　満 製造ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 営業推進部長

藤田　晋 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理 兼 EDI営業部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 副本部長

朝原　亨 流通第一ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長
兼 流通第二ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

流通第一ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

森　公平 ﾈｯﾄﾜｰｸ第一営業部長 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長

丹羽　崇憲 ﾈｯﾄﾜｰｸ第二営業部長 金融営業部長

大野　倫尚 公共ｼｽﾃﾑ統括部 統括部長代理 製造ｼｽﾃﾑ統括部 統括部長代理

小笠原　正行 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

板倉　守男 営業推進部長 流通第二ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

石川　哲也 経営企画室 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 EDI営業部長

氏名

執行役員関係

理事関係

部店長関係



業務部

流通ｼｽﾃﾑ部

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部

ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

流通第二ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ﾘﾃｰﾙ第二ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ﾘﾃｰﾙ第一ﾋﾞｼﾞﾈｽ部
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

EDIｼｽﾃﾑ部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾘﾃｰﾙ第一ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

MROﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 製造ﾏｰｹﾃｲﾝｸﾞ部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 EDI営業部 製造ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

第三ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部 第三ｼｽﾃﾑ部

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部 第二ｼｽﾃﾑ部

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部

製造第二営業部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 製造第一営業部

製造第二営業部

現　　行 変　更　後

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 製造第一営業部 産業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

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部

流通ｼｽﾃﾑ部

きららﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進室

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部

業務ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部

業務部

EDI営業部

MROﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

EDIｼｽﾃﾑ部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ﾘﾃｰﾙ第二ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

流通第一ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

流通第二ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部
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現　　行 変　更　後

中国支店 中国支店

九州支店 九州支店

静岡東部支店 静岡東部支店

静岡支店 静岡支店

長野支店 長野支店

松本支店 松本支店

関東支店 関東支店

北関東支店 北関東支店

新潟支店 新潟支店

エリア営業本部 東北支店 エリア営業本部 東北支店

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

システム部

営業部

システム部

関西支店

システム部

名古屋支店 製造営業部

流通営業部

名古屋支店 製造営業部

首都圏ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

流通営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ第一営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ第二営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

首都圏ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部
金融営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部
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

関西支店 営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

システム部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ部
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現　　行 変　更　後

監査部 監査部

総務人事部

ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部

総務人事部

業務管理部 業務管理部

経理部 経理部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部

人材開発室

秘書グループ

お客さま第一推進室

経営企画室 企画推進部経営企画室 企画推進部

営業推進部

秘書グループ

人材開発室

事業推進部

お客さま第一推進室 営業推進部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 事業推進部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ部

ｿﾌﾄｳｪｱ購買部

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ部

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

基盤ｼｽﾃﾑ部 基盤ｼｽﾃﾑ部

ｿﾌﾄｳｪｱ購買部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

ｼｽﾃﾑ支援部

医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部 医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｼｽﾃﾑ支援部

社会ｲﾝﾌﾗ営業本部 社会ｲﾝﾌﾗ営業部 社会ｲﾝﾌﾗ営業本部 社会ｲﾝﾌﾗ営業部

宇宙ｼｽﾃﾑ部 宇宙ｼｽﾃﾑ部

社会ｼｽﾃﾑ部 社会ｼｽﾃﾑ統括部 社会ｼｽﾃﾑ部社会ｼｽﾃﾑ統括部

第二公共ｼｽﾃﾑ部

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 第一公共ｼｽﾃﾑ部

第二公共ｼｽﾃﾑ部

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 第一公共ｼｽﾃﾑ部
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