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 平成 17 年 3 月 28 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 牧 野 誠 毅 
（ｺｰﾄﾞ番号 8023 東証第二部） 
問合せ先 
取締役常務執行役員 
管理本部長 真 下 宏 明 

（℡ 03-3266-8111） 

 

組織変更および人事異動について 

 

  本日開催いたしました取締役会におきまして、平成 17 年 4 月 1 日付をもって下記のとおり組織変更

および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。 

 

１．主な組織変更 
〔1〕社長直轄部門 

経営企画部に加え、管理本部管轄の人事部、ｼｽﾃﾑ統括本部管轄のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部を社長直

轄部門とし、機能の迅速化、全社統一化を推進する。 
 

〔2〕営業統括本部関連 

業種営業本部、都市圏営業本部、ｴﾘｱ営業本部の３本部に、ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部、ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ営

業本部を加えた５本部制に再編し、管轄下の各統括部ならびに部の機能を明確にし効率

化を図る。 

(1)ネットワーク営業本部 

ﾈｯﾄﾜｰｸの機能強化、連携強化を図るためﾈｯﾄﾜｰｸ営業統括部と金融証券営業統括部の 2 統

括部構成でﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部を新設する。 

(2)オフィスビジネス営業本部 

ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽを集中させ更なる効率化、営業力強化を目的として、ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部、ﾌﾟﾛﾀﾞ

ｸﾄ営業部、ｻﾌﾟﾗｲ営業部の３部からなるｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ営業本部を新設する。 

(3)エリア営業本部 

宇都宮支店を北関東支店に改称する。 

 

〔3〕システム統括本部関連 

 ｼｽﾃﾑ統括本部を廃止し、その管轄下にあったｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部とｼｽﾃﾑ開発本部をそれぞれ独 

 立する。 

(1)システムソリューション本部 

ERP ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部および業種ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部を再編し、業種ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部の１統括部制

とする。その管轄下に第一ｼｽﾃﾑ部、第二ｼｽﾃﾑ部、ERP ｼｽﾃﾑ部を置く。 

(2)システム開発本部 

第一、二、三ｼｽﾃﾑ開発部および宇宙ｼｽﾃﾑ部を再編し、第一、二ｼｽﾃﾑ開発部および宇宙ｼｽﾃ

ﾑ部の３部制とする。 



２．人事異動（平成17年4月1日付）

新部署 氏名 旧部署

役員関係

代表取締役会長　ＣＥＯ 牧野 誠毅 代表取締役社長　ＣＥＯ

代表取締役社長　ＣＯＯ 山本 泰久 代表取締役副社長　ＣＯＯ兼営業統括本部長

取締役副社長　副社長執行役員 磯崎 貞次郎 取締役副社長　副社長執行役員　経営企画部分担

取締役　常務執行役員 管理本部長 真下 宏明 取締役　常務執行役員 管理本部長

　　　　兼人事部分担

取締役　常務執行役員 営業企画本部長 笛田 肇 取締役　常務執行役員 営業企画本部長

　　　　兼都市圏営業本部分担

取締役　常務執行役員 加藤 貫治 取締役　常務執行役員 ｼｽﾃﾑ統括本部長

　　　　経営企画部分担兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部分担

執行役員関係

上席執行役員　ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部長 高橋 正道 富士通株式会社 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長

上席執行役員　都市圏営業本部長（大阪駐在） 桐畑 美郎 上席執行役員 業種営業本部長

上席執行役員　ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ営業本部長 三木 格 執行役員 営業統括本部副本部長

　　　　　　　兼ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部担当

上席執行役員　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 本横山 勇 執行役員 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長

　　　　 兼業種ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長

執行役員　管理本部副本部長 酒井 厚平 大和証券投資信託委託株式会社

ｸﾗｲｱﾝﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ第一部部長

執行役員　業種営業本部長兼産業営業統括部長 山寺 光 参与　産業営業統括部長

執行役員　名古屋支店長 竹内 誠二 参与　名古屋支店長兼営業部長

理事関係

上席理事　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 山浦 茂 参与　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

上席理事　東京支店長 津玉 高秀 東京支店長

上席理事　関西支店長 渡邊 高男 参与　関西支店長兼ｼｽﾃﾑ部長

上席理事　関東支店長 菅原 英敏 関東支店長

上席理事　静岡支店長 坪井 金洋 静岡支店長

上席理事　ｼｽﾃﾑ開発本部長 山辺 哲二 参与　ｼｽﾃﾑ開発本部副本部長兼第一ｼｽﾃﾑ開発部長

理事　経営企画部長 荻田 修 経営企画室長

理事　情報ｼｽﾃﾑ部長兼営業ｻﾎﾟｰﾄ部長 柴山 弘 情報ｼｽﾃﾑ部長

理事　営業推進部長 及川 学 営業推進部長

理事　関西支店 営業部長 岡田 憲児 関西支店 営業部長

理事　業種ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 中林 哲夫 ERPｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長兼ERP第二ｼｽﾃﾑ部長

　　　兼ｼｽﾃﾑ支援部長

理事　ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ統括部長 平井 光夫 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ統括部長

参事関係

参事　ｼｽﾃﾑ開発本部副本部長 大高 友 大和証券グループ本社 人事部付参事

部長関係

経理部長 山口 豊彦 経理部次長

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙ部長 小沼 伴好 ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 小野 光一 特化ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部部長 寺田 元一 EDI営業部次長

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部部長 松浦 秀幸 金融証券営業統括部長

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長 吉沢 隆 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部次長

金融証券営業統括部長 正田 和之 金融証券営業部長

金融証券営業部長 柿田 裕 金融証券営業部次長

名古屋支店 営業部長 松原 良雄 名古屋支店 営業部次長

関西支店 ｼｽﾃﾑ部長 政木 繁明 関西支店 ｼｽﾃﾑ部次長
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松下企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ営業部長 飯塚 圭一 松下企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ室長

関東支店部長 手塚 孝彦 関東支店次長

第一ｼｽﾃﾑ部部長 園田 信裕 第一ｼｽﾃﾑ部次長

ERPｼｽﾃﾑ部長 辻 　満 ERP第一ｼｽﾃﾑ部長

第一ｼｽﾃﾑ開発部部長 藤森 直孝 第一ｼｽﾃﾑ開発部次長

第二ｼｽﾃﾑ開発部長兼第一ｼｽﾃﾑ開発部長 内田 秀二 第二ｼｽﾃﾑ開発部長

宇宙ｼｽﾃﾑ部長 坂本 正一 第三ｼｽﾃﾑ開発部長

宇宙ｼｽﾃﾑ部部長 仁田原 正道 宇宙ｼｽﾃﾑ部長

支店長関係

東北支店長 本多 昭一郎 ERP第二ｼｽﾃﾑ部次長

退任（平成17年3月31日付）

サイバーコム株式会社 代表取締役社長に就任予定 奥山 茂男 上席執行役員　都市圏営業本部長

以 上
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