
平成 22 年３月 29 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   高 橋 正 道 

                                                  （コード番号８０２３ 東証第二部） 

                                                   問合せ先 
取締役常務執行役員 

管 理 本 部 長  加 藤 貫 治 
（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 22 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) 第一営業本部、第二営業本部を、首都圏営業本部として再編する。 

(2) ソリューションビジネス本部に特定プロジェクト推進室を新設し、全国の大型プロジ

ェクトおよび新規戦略プロジェクトの企画および促進を図る。 

(3) 金融エンジニアリング部（旧金融ＬＣＭビジネス部）をエンジニアリング統括部に移

管し、工事、保守、施工に関する技術および人員を集約する。 

(4) 企画推進本部と管理本部を統合し、企画管理本部とし、間接部門を集約することによ

り、現業支援を強化する。 

(5) 購買集中センターを新設し、本部によって分かれていた購買業務を集中させることで、

効率化を図る。 

 

 

【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
(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、
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 兼 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）

取締役常務執行役員　兼　原価削減推進室長
（ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部分担, 特命ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・関係会社管理委嘱）

加藤　貫治
取締役常務執行役員 兼 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）

取締役上席執行役員 兼 企画管理本部長
（ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、首都圏営業本部、名古屋支店、関西支店、ｴ
ﾘｱ営業本部支店、監査部分担）

山寺　光
取締役上席執行役員 兼 第一営業本部長 兼 企画推進本部長
（ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、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）

執行役員関係

副社長執行役員ＣＯＯ 津玉　高秀
副社長執行役員ＣＯＯ 兼 名古屋支店長 兼 ﾄﾖﾀﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長
兼 ﾄﾖﾀｼｽﾃﾑ部長

執行役員 首都圏営業本部長 坪井　金洋 上席理事 第二営業本部長

執行役員 名古屋支店長 岡田　憲児 上席理事 九州支店長

執行役員 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼 基盤技術統括部長
兼 原価削減推進室付

本多　浩明
上席理事 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼 基盤技術統括部長
兼 原価削減推進室付

理事関係

上席理事 首都圏営業本部 副本部長 兼 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ営業統括部長 吉沢　隆 上席理事 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ営業統括部長

上席理事 ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 兼 原価削減推進室付 寺田　元一
上席理事 ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 兼 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼 EDI営業部長 兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ統括部長
兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 兼 原価削減推進室付

上席理事 公共･金融ｼｽﾃﾑ本部長 兼 金融証券ｼｽﾃﾑ統括部長
兼 原価削減推進室付

内田　秀二
上席理事 公共･金融ｼｽﾃﾑ本部長 兼 公共･金融ｼｽﾃﾑ統括部長
兼 原価削減推進室付

上席理事 購買集中ｾﾝﾀｰ長 兼 原価削減推進室付 菅原　英敏 上席理事 企画推進本部付 兼 ﾌｨｰﾙﾄﾞ業務部長

上席理事 首都圏営業本部 副本部長 兼 製造営業統括部長
兼 製造第一営業部長 兼 多摩営業所長

佐藤　克己 理事 製造営業統括部長 兼 製造営業部長 兼 多摩支店長

上席理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼 原価削減推進室付 園田　信裕
理事 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長
兼 原価削減推進室付

上席理事 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 兼 原価削減推進室付 山口　豊彦 理事 経理部長 兼 原価削減推進室付

上席理事 関東支店長 落合　廣樹 理事 関東支店長

理事 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 小沼　伴好 理事 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 兼 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室長

理事 公共･金融ｼｽﾃﾑ本部 副本部長 兼 科学ｼｽﾃﾑ統括部長 坂本　正一 理事 科学ｼｽﾃﾑ統括部長

理事 企画管理本部 副本部長 兼 人事部長 鈴木　直美 理事 人事部長

理事 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部長 柴山　弘 理事 情報ｼｽﾃﾑ部長

理事 流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長 兼 ｵﾌｼｮｱ推進部長 政木　繁明 流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長 兼 ｵﾌｼｮｱ推進部長

部・支店長関係

製造第二営業部長 望月　正嗣 rBOM営業部長

名古屋支店 流通営業部長 前田　昌彦 名古屋支店 営業部長

名古屋支店 製造営業部長 兼 製造営業課長 佐藤　真義 名古屋支店 営業部 担当部長 兼 製造営業課長

関西支店 営業部 担当部長 松原　良雄 関西支店 営業部長

関西支店 営業部長 内藤　隆造 関西支店 営業部 担当部長

関西支店 支店長代理 兼 関西支店 ｼｽﾃﾑ部長 小野　光一 関西支店 ｼｽﾃﾑ部長

浜松支店 担当部長 梶原　諭 東日本ｼｽﾃﾑ部 担当部長

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理　兼 EDIｼｽﾃﾑ部長 出口　良二
EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理 兼 EdiGate/POST営業部長 兼
EDI支援部長

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長　兼 EDI営業部長 月田　和憲 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 担当部長

九州支店 担当部長 石橋　和雄 EDI営業部 担当部長

EDIｼｽﾃﾑ部 担当部長 兼 ｵﾌｼｮｱ推進部 担当部長 小見山　淳 EDIｼｽﾃﾑ部長 兼 ｵﾌｼｮｱ推進部 担当部長

特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 植草　浩 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理

ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 統括部長代理 朝比奈　豊 ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 統括部長代理 兼 ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部長

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

ERPｼｽﾃﾑ部長 秋野　裕功 ERPｼｽﾃﾑ部 担当部長 兼 ERPｼｽﾃﾑ部 ｼｽﾃﾑ一課長

公共ｼｽﾃﾑ統括部長 兼 公共ｼｽﾃﾑ部長 松田　昇 公共ｼｽﾃﾑ部長

金融証券ｼｽﾃﾑ部 担当部長 尾崎　英進 金融証券ｼｽﾃﾑ部長

先端業務開発部長 兼 金融証券ｼｽﾃﾑ部長 久保田　隆 先端業務開発部長

流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長 山本　将人 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長 兼 ｵﾌｼｮｱ推進部 担当部長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長 荒木　成一 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長 山口　祐一郎 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部 担当部長

人事部 担当部長 鹿嶋　俊吉 企画管理部長 兼 安全品質部長 兼 企画管理部 発注･購買課長

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ支援部長 柳内　彰 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 担当部長

九州支店長 桧谷　英二 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部長

総務部長 大西　浩 総務部長 兼 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 担当部長

３．退任（平成22年３月31日付）

以 上

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
※平成22年４月１日付で当社嘱託として業務委嘱を予定しております。



５８期組織図案

◆組織図（変更後）

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ-

代表取締役 首都圏営業本部 製造営業統括部 製造第一営業部

製造第二営業部

監査役 多摩営業所

監査役会 流通営業統括部 流通第一営業部

流通第二営業部

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

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ営業部

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

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 北海道支店

東北支店

新潟支店

北関東支店

関東支店

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

ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 EDI営業部

EDIｼｽﾃﾑ部

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

ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

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 公共ｼｽﾃﾑ統括部 公共ｼｽﾃﾑ部

金融証券ｼｽﾃﾑ統括部 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 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部

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ支援部

企画管理本部 企画推進部

総務部

人事部

経理部

ｾﾝﾀｰ業務部

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部

購買集中ｾﾝﾀｰ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

監査部

原価削減推進室

取締役会



５８期組織図案

◆組織図（変更前）

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ-

代表取締役 第一営業本部 製造営業統括部 製造営業部

rBOM営業部

監査役

流通営業統括部 流通第一営業部

監査役会 流通第二営業部

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

ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 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

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

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

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

監査部

原価削減推進室

管理本部 総務部

経理部

人事部

取締役会


