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各   位 
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大 興 電 子 通 信 株 式 会 社 
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問合せ先 
執行役員管理本部副本部長 
        荻 田   修 

（℡ 03-3266-8111） 

 
 

機構改正、取締役業務分担変更および主要人事異動について 
 
  本日開催いたしました取締役会におきまして、平成 21 年 4 月 1 日付をもって下記のとおり

機構改正、取締役業務分担変更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 
  【機構改正の目的】 

業績改善実施プランに基づく事業戦略および利益構造改革を確実に実行するための

組織編成を目的とした組織変更を以下の通り実施いたします。 
  【主要な組織改正】   

① 特化事業の集中拡大を目的とし、ソリューションビジネス本部 EDI ビジネス統括

部に EdiGate/POST 営業部を、同本部 rBOM ビジネス統括部 rBOM コンサルティン

グ部にマーケティング課を新設する。 
また、第二営業本部インフラビジネス営業統括部に LCM 営業部を新設する。 

② 企業グループ営業本部を廃止し、営業部門を名古屋支店トヨタビジネス営業部として、

SE 部門をインフラソリューション本部 基盤技術統括部トヨタシステム部として再

編する。 
③ IT ビジネス本部基盤技術統括部、インフラサービスビジネス本部インフラ LCM ビジ

ネス統括部をインフラソリューション本部基盤技術統括部として再編し、IT 基盤に関

する技術および人員を集約する。 
④ 企画推進本部にフィールド業務部を新設し、支店サポート要員の管理業務を当部に集

約し、支店業務の集中化、業務改善を促進する。 
⑤ 原価削減推進のため原価削減推進室を新設する。 

 
【組織改正後の組織表】 
  別紙参照願います。 



２．取締役の業務分担変更および主要人事異動

新 氏名 現

取締役関係

取締役 専務執行役員　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
(ｴﾘｱ営業本部ｼｽﾃﾑ、ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、
公共・金融ｼｽﾃﾑ本部、
ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｼｽﾃﾑ、
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部分担

本横山　勇

取締役　専務執行役員　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
（ｴﾘｱ営業本部ｼｽﾃﾑ部、,ＩＴﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、
ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部分担)

取締役 常務執行役員　管理本部長
兼　原価削減推進室長
(ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部分担)

加藤　貫治

取締役　常務執行役員　　管理本部長
（ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ本部分担）

取締役 上席執行役員　第一営業本部長
兼　企画推進本部長
（第二営業本部、名古屋支店、関西支店、
ｴﾘｱ営業本部支店分担）

山寺　光

取締役　上席執行役員　第一営業本部長
兼　企画推進本部長
（第二営業本部、企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ営業本部、名古屋支店
　関西支店、ｴﾘｱ営業本部支店分担）

執行役員関係

執行役員　管理本部 副本部長
兼　原価削減推進室付(監査部担当) 荻田　修

執行役員　管理本部副本部長（監査部担当）

執行役員　名古屋支店長　兼　ﾄﾖﾀﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長 津玉　高秀 執行役員　名古屋支店長

理事関係

上席理事　企画推進本部付 菅原　英敏 執行役員　第二営業本部長

上席理事　第二営業本部長 坪井　金洋 上席理事　関西支店長

上席理事　関西支店長 松山　晃一郎 上席理事　流通営業統括部長

上席理事　金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 正田　和之 上席理事　金融証券営業統括部長

上席理事　ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 本多　浩明 上席理事　ITﾋﾞｼﾞﾈｽ本部  副本部長

上席理事　ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ営業統括部長 吉沢　隆 理事　ﾈｯﾄﾜｰｸ営業統括部長

上席理事　公共・金融ｼｽﾃﾑ本部長 内田　秀二 理事　公共宇宙ｼｽﾃﾑ統括部長

上席理事　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 寺田　元一 理事　EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

上席理事　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部付 中林　哲夫 上席理事　基盤技術統括部長

理事　流通営業統括部長 小松　俊一 理事　流通営業統括部長代理

理事　科学ｼｽﾃﾑ統括部長 坂本　正一 理事　宇宙ｼｽﾃﾑ部長

理事　ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部付 塩沢　祐次 理事　ｲﾝﾌﾗLCMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

部・支店長関係

業種営業部長 板倉　守男 流通営業部長

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部長 桧谷　英二 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ統括部長

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部 担当部長 江口　さつき ﾄﾞｯﾄｺﾑｾﾝﾀｰ部長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部長 遠藤　賢一 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長 川口　正己 名古屋支店 ｼｽﾃﾑ部担当部長

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 柿田　裕 金融証券営業部長

先端業務開発部長 久保田　隆 宇宙ｼｽﾃﾑ部担当部長

宇宙ｼｽﾃﾑ部長 仁田原　正道 宇宙ｼｽﾃﾑ部担当部長

EdiGate/POST営業部長 坪居　弘之 EDI営業部担当部長

EDI支援部長 出口　良二 EDIｼｽﾃﾑ部長

EDIｼｽﾃﾑ部長 小見山　淳 EDIｼｽﾃﾑ部担当部長

ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長代理 朝比奈　豊 ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部長

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 山下　昌利 ｲﾝﾌﾗLCMﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長

LCM営業部 担当部長 細田　文夫 首都圏LCMｻｰﾋﾞｽ部担当部長

関西LCMｻｰﾋﾞｽ部 担当部長 山下　博信 金融証券LCMｻｰﾋﾞｽ部担当部長

金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 担当部長 南部　明 金融証券LCMｻｰﾋﾞｽ部担当部長

首都圏LCMｻｰﾋﾞｽ部 担当部長 柳内　彰 金融証券LCMｻｰﾋﾞｽ部担当部長

ｾﾝﾀｰ業務部長 橋口　徳子 営業ｻﾎﾟｰﾄ部長

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部 担当部長 伊藤　辰夫 営業ｻﾎﾟｰﾄ部担当部長

人事部 付部長 久保田　伸幸 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長

※表中下線部ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ本部は組織名称の変更によりｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部となります



◆
平成21年4月1日現在

取締役会
第一営業本部 製造営業統括部 製造営業部

代表取締役 ｒＢＯＭ営業部

監査役 流通営業統括部 流通第一営業部
流通第二営業部

監査役会
第二営業本部 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ営業統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部
LCM営業部

業種営業統括部 業種営業部

金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部
金融LCMﾋﾞｼﾞﾈｽ部

名古屋支店 営業部
トヨタﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部
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 北海道支店
東北支店
新潟支店
北関東支店
関東支店
多摩支店
長野支店
松本支店
静岡支店
静岡東部支店
浜松支店
中国支店 山口営業所
九州支店 長崎営業所
東日本システム部
西日本システム部

ソリューションビジネス本部 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室

ＥＤＩビジネス統括部 EDI営業部
EdiGate/POST営業部
EDIｼｽﾃﾑ部
EDI支援部

ｒBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 rBOMｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
rBOMｼｽﾃﾑ部

ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ統括部 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
ERPｼｽﾃﾑ部

公共・金融ｼｽﾃﾑ本部 公共・金融ｼｽﾃﾑ統括部 公共ｼｽﾃﾑ部
金融証券ｼｽﾃﾑ部

科学ｼｽﾃﾑ統括部 宇宙システム部
先端業務開発部

システムソリューション本部 システム支援部

オフショア推進部

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部
第二ｼｽﾃﾑ部

流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部
第二ｼｽﾃﾑ部

インフラソリューション本部 企画管理部
安全品質部

基盤技術統括部 基盤ｼｽﾃﾑ部
ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部
ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部
ﾄﾖﾀｼｽﾃﾑ部

ｲﾝﾌﾗLCMｻｰﾋﾞｽ統括部 首都圏LCMｻｰﾋﾞｽ部
静岡LCMｻｰﾋﾞｽ部
中部LCMｻｰﾋﾞｽ部
関西LCMｻｰﾋﾞｽ部

企画推進本部 企画推進部
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部
ﾌｨｰﾙﾄﾞ業務部
ｾﾝﾀｰ業務部
情報システム部

プロジェクト監理部

監査部

原価削減推進室

管理本部 総務部
経理部
人事部

組織図 （変更後）



◆ 組織図（変更前）

取締役会
第一営業本部 製造営業統括部 製造営業部

代表取締役 ｒＢＯＭ営業部

監査役 流通営業統括部 流通第一営業部
流通第二営業部

監査役会
第二営業本部 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

業種営業統括部 製造営業部
流通営業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ統括部 ドットｺﾑｾﾝﾀｰ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部

 企業グループ営業本部 トヨタビジネス営業部
トヨタシステム部

名古屋支店 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 北海道支店
東北支店
新潟支店
北関東支店
関東支店
多摩支店
長野支店
松本支店
静岡支店
静岡東部支店
浜松支店
中国支店 山口営業所
九州支店 長崎営業所
東日本システム部
西日本システム部

ＩＴビジネス本部 基盤技術統括部 基盤ｼｽﾃﾑ部
ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部

金融証券営業統括部 金融証券営業部

金融証券ｼｽﾃﾑ統括部 企画コンサルティング部
金融証券ｼｽﾃﾑ部

公共宇宙ｼｽﾃﾑ統括部 公共ｼｽﾃﾑ部
宇宙ｼｽﾃﾑ部

ソリューションビジネス本部 ｒBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 rBOMｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
rBOMｼｽﾃﾑ部

ＥＤＩビジネス統括部 EDI営業部
EDIｼｽﾃﾑ部
EDI支援部

ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ統括部 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
ERPｼｽﾃﾑ部

システムソリューション本部 システム支援部

オフショア推進部

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部
第二ｼｽﾃﾑ部

流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部
第二ｼｽﾃﾑ部

インフラサービスビジネス本部 企画管理部
安全品質部

ｲﾝﾌﾗＬＣＭﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ｲﾝﾌﾗLCMﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部
ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ｲﾝﾌﾗLCMｻｰﾋﾞｽ統括部 首都圏LCMｻｰﾋﾞｽ部
静岡LCMｻｰﾋﾞｽ部
中部LCMｻｰﾋﾞｽ部
関西LCMｻｰﾋﾞｽ部
金融証券LCMｻｰﾋﾞｽ部

企画推進本部 企画推進部
営業ｻﾎﾟｰﾄ部
情報システム部
顧客満足推進室

プロジェクト監理部

監査部

管理本部 総務部
経理部
人事部
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