
 

平成 28 年 3 月 7 日 

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 
上席執行役員 

コーポレート本部長  松山 晃一郎 

 

 

機構改正および主要人事異動のお知らせ 

 

 当社は、平成 28 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。なお、代表取締役および役員の異動については本日

付の「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおりです。 

 

１．機構改正 

(１)主な目的 

63 期からスタートした中期計画「D’s WAY 1st」において進める「成長への土台創り」「強い

大興電子通信」を確固たるものにするために、以下の視点で組織変更および人事異動を行います。 

①経営革新をスピードアップするために経営体制を見直します。 

②意思決定のスピードアップと情報伝達の一貫性、オペレーションコストを削減するために組

織階層を簡素化します。（本部、部、課の三階層とし、統括部を廃止します。） 

③組織マネジメントを強化するため、ラインマネージャーがマネジメントに可能な限り専念で

きるよう、本社組織については部や課の特性に応じて統合を行います。 

④上記に加え各ビジネスユニットの特性や課題に応じた組織設計を行います。 

 

(２)主な内容（改正後の組織図は、別紙参照） 

①経営革新本部は、中期計画推進を明確にするため、傘下に「D’s WAY 推進室」を置きます。 

②販売促進機能を担う営業推進部門、および新規事業の開拓、分析を行い、全社展開への戦略

立案・実施機能を担う事業推進部門については、経営直轄とします。 

③製造ビジネス本部は、営業力強化のため、特化ビジネスの営業部隊を集約し成長戦略を推進

するとともに、SE、ソリューション部隊を再編し品質向上を図ります。 

④インフラビジネス本部は、プロフィット・コスト部門を整理統合するとともに、技術部門を

統合しインフラビジネス全体の対応および人材育成が行える体制を構築するとともに、これ

まで不足していたインフラビジネスの全国支援機能を強化します。 

⑤公共ビジネス本部は、SE を中心とした公共システムの開発、運用、文教・ヘルスケア分野に

資源を集中するため、一部の営業部門をインフラビジネス本部に移管します。 

⑥SE イノベーション本部は、品質向上と業務効率化を目的に組織を再編するとともに、基盤、

ネットセキュリティ分野の対応力拡大と技術力向上のために部門の統合を行います。また、

SE 部門の横串機能を強化するため、SE 事業管理部を新設します。 

⑦コーポレート本部は、更なる効率化をめざし、部門の統合廃止を行います。 

⑧上記以外のビジネスユニットについても、「お客さま第一」「品質向上」および中期計画「D’

s WAY 1st」の視点に基づき組織の見直しを行っております。 

 

２．主要人事異動 

  別紙参照 

以 上 
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【別紙】組織図

■改正後 ■現在

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

ｴﾘｱ営業本部

静岡支店

流通ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ部

名古屋支店 製造営業部
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ｼｽﾃﾑ部
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公共営業部
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公共第二ｼｽﾃﾑ部

製造ｼｽﾃﾑ部
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流通ｻｰﾋﾞｽ第二営業部
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流通営業部

ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ第一部
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経営革新本部

第二営業部
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第三営業部
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営業推進部

新規事業推進部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

お客さま第一推進室

ｲﾝﾌﾗ第二営業部

ｲﾝﾌﾗ第三営業部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ｲﾝﾌﾗ第一営業部

経営革新本部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 第一営業部

第二営業部

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 営業部

ｼｽﾃﾑ部
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流通ｻｰﾋﾞｽ第一営業部

流通ｻｰﾋﾞｽ第二営業部

流通ｼｽﾃﾑ統括部 ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ部

流通ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 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

画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ支援統括部 推進部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

名古屋支店 製造営業部

流通営業部

ｼｽﾃﾑ部

関西支店 営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

ｼｽﾃﾑ部

ｴﾘｱ営業本部 東北支店

新潟支店

北関東支店

関東支店

長野支店

静岡支店

静岡東部支店

中国支店

九州支店

営業支援統括部 営業推進部

事業推進部

公共ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 公共ｼｽﾃﾑ統括部 公共第一ｼｽﾃﾑ部

公共第二ｼｽﾃﾑ部

社会ｼｽﾃﾑ部

公共営業統括部 ITｲﾝﾌﾗ営業部

ﾍﾙｽｹｱ営業部

北関東支店
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【別紙】組織図

■改正後 ■現在
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【別紙】主要人事　平成28年4月1日付
新所属 旧所属

寺田　元一 上席理事 関西支店長 上席理事 関西支店副支店長

内田　秀二 上席理事 公共ビジネス本部 執行役員 SEイノベーション本部

小野　光一 上席理事 SEイノベーション本部副本部長
（SE事業管理部、アシュアランス部、業務ソリューションシス
テム部担当、エリア営業本部SE部門横串担務）

上席理事 SEイノベーション本部

及川  学 上席理事 経営企画部長
兼お客さま第一推進室長

上席理事 営業支援統括部長
兼お客さま第一推進室長

練木　一郎 上席理事 SE事業管理部長 上席理事 コーポレート本部副本部長

山口　豊彦 上席理事 経理部長 上席理事 経理部長 兼業務部長

植草  浩 理事 名古屋支店副支店長（システム担当） 理事 名古屋支店副支店長 兼システム部長

政木　繁明 理事 公共ビジネス本部副本部長（公共営業担当） 理事 公共営業統括部長

原川　忠彦 理事 静岡支店（静岡地区システム担当）兼静岡東部支店シス
テム課長

理事 静岡支店副支店長

飯塚　圭一 理事 営業推進部長 理事 静岡支店長

柳　  博 理事 新規事業推進部長 理事 流通ビジネス本部

荒木　成一 理事 製造ビジネス本部副本部長（システム担当） 理事 製造ビジネス本部副本部長 兼製造システム統括部長

杉山　茂樹 理事 経営企画部（企画グループ担当） 理事 経営企画部　兼経理部

松田　昇 理事（新任）
公共ビジネス本部副本部長

公共システム統括部長

大西　浩 理事（新任）
コーポレート本部長

経営企画部長

佐藤　真義 理事（新任）
関東支店長

関東支店長

望月　正嗣 理事（新任）
製造ビジネス本部副本部長

製造ビジネス統括部長

藤田　晋 製造ビジネス本部副本部長（ソリューション担当）
兼rBOMシステム部長　兼EDIシステム部長

EDIビジネス統括部長 兼システム部長

山本　武弘 製造ビジネス本部 第三営業部長 EDIビジネス統括部 営業部長

浜田　清和 製造ビジネス本部 製造システム部長 製造システム統括部 第二システム部長

朝原　亨 インフラビジネス本部副本部長（営業担当） 流通ビジネス統括部長

関　  和司 インフラビジネス本部副本部長（画像ソリューション担当） インフラビジネス本部画像ソリューション支援統括部長

吉澤　隆 インフラビジネス本部副本部長（エンジニアリングおよびサ
ポート＆サービス担当）
※大興ビジネス株式会社代表取締役社長兼務

大興ビジネス株式会社代表取締役社長

手賀　義幸 インフラ第一営業部長 ネットワーク第一営業部長

丹羽　崇憲 インフラ第二営業部長 ネットワーク第二営業部長

平井　忠義 インフラ第三営業部長 ITインフラ営業部長

久保田 博彦 エンジニアリング第一部長 首都圏エンジニアリング部長

武川　誠 エンジニアリング第二部長 ネットワークエンジニアリング部 副部長

森田　俊裕 サポート＆サービス部長 エンジニアリングビジネス推進部長
兼画像ソリューション支援統括部 推進部長

櫻井　寿明 名古屋支店 システム部長 名古屋支店システム部 副部長
兼　トヨタシステム課長

川原　靖 東北支店長 公共営業統括部 ヘルスケア営業部長

森　  公平 静岡支店長 ネットワークビジネス統括部長

今野　和重 静岡東部支店長 兼静岡支店副支店長 静岡東部支店長

高橋　卓哉 九州支店長 東北支店長

落合　英之 公共ビジネス本部 公共営業部長 公共営業統括部 ITインフラ営業部 副部長

山口　祐一郎 SEイノベーション本部副本部長（基盤ネットワークセキュリ
ティ部、サービスビジネス部担当）

システム支援部長

松崎　浩介 基盤ネットワークセキュリティ部長 基盤システム部長

理事

部店長

氏名
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