
平成 24 年９月 27 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 
執 行 役 員 

コーポレート本部長  渡 邊 高 男 

（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 24 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) 当事業年度より採用したビジネスユニット化の効果を促進するため、産業ビジネス統括本

部の機構を以下のように改正する。 

(2) 製造ビジネス本部は、製造ビジネス統括部内にｒＢＯＭビジネス部を移管するとともに、

ＥＤＩビジネス統括部内にＭＲＯビジネス推進部を新設することで両統括部を三部体制

とし商談対応力を強化する。 

(3) 流通ビジネス本部は、営業とＳＥの機能別編成としていた組織を、担当業界を中心に営業

とＳＥを一体化した組織に変更し、リテールビジネス統括部ならびに流通サービスビジネ

ス統括部として再編する。 

 【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 

 



氏　名 新所属 旧所属

執行役員関係

小松　俊一
執行役員　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長
兼 事業推進室長 兼 お客さま第一推進室長

執行役員　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 兼 事業推進室長
兼 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 兼 お客さま第一推進室長

寺田　元一
執行役員　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

執行役員　製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
兼 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

理事関係

深野　澄雄 上席理事　製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長
富士通株式会社
産業ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟ長付

政木　繁明 理事  流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 理事  流通ｼｽﾃﾑ統括部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長

植草　浩 理事　製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長 理事　製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長 兼 EDIｼｽﾃﾑ部長

部店長関係

望月　正嗣 製造第二営業部長 兼 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 製造第二営業部長 兼 営業二課長

大野　倫尚
製造ｼｽﾃﾑ統括部長代理
兼 第一ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長 

月田　和憲 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長代理 兼 MROﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 

原口　和彦 EDIｼｽﾃﾑ部長 EDIｼｽﾃﾑ部副部長 

柳　博
流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長 兼 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼 ﾘﾃｰﾙ第一ﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 兼 ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長 兼 事業推進室長代理
兼 ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

手塚　孝彦
流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長代理
兼 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 流通第二営業部長

小武　祐一 ﾘﾃｰﾙ第二ﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 流通第一営業部長 

関　高志 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長代理 流通ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長 

久保田　隆
社会ｼｽﾃﾑ統括部長代理
兼 第一社会ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二社会ｼｽﾃﾑ部長

第一社会ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二社会ｼｽﾃﾑ部長



60期　下期組織図

◆変更後

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

公共ｼｽﾃﾑ本部

山口営業所

長崎営業所

名古屋支店 製造営業部

流通営業部

EDIｼｽﾃﾑ部

ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

システム部

取締役会

代表取締役

監査役

監査役会

ｼｽﾃﾑ支援部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

企画部

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

第二公共ｼｽﾃﾑ部

第一社会ｼｽﾃﾑ部

第二社会ｼｽﾃﾑ部

宇宙ｼｽﾃﾑ部

ERPｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

社会ｼｽﾃﾑ統括部

浜松支店

中国支店

公共ｼｽﾃﾑ統括部

九州支店

第一公共ｼｽﾃﾑ部

関東支店

長野支店

静岡東部支店

静岡支店

松本支店

新潟支店

北関東支店

東北支店

エリア営業本部 北海道支店

営業部

システム部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

関西支店

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部

社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ部

金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 金融ｲﾝﾌﾗ営業部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾋﾞｼﾞﾈｽﾞ部

金融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

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 流通ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

EDI営業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部

ﾗｳﾝﾀﾞｰｾｰﾙｽ部

第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部

製造ｼｽﾃﾑ統括部

製造第一営業部

製造第二営業部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

購買集中センター

情報ｻｰﾋﾞｽ営業部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 事業推進室 事業開発部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

監査部

ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 総務人事部

経理部

MROﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

基盤技術統括部

ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

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

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ営業統括部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

企画推進室

お客さま第一推進室

業務管理部

購買部

推進部



60期　組織図

◆変更前

製造第二営業部

取締役会
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

代表取締役

監査役 製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部
監査役会

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 EDI営業部

EDIｼｽﾃﾑ部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 流通第一営業部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 流通第二営業部

流通ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ営業統括部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 情報ｻｰﾋﾞｽ営業部
社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

ﾗｳﾝﾀﾞｰｾｰﾙｽ部

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 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾋﾞｼﾞﾈｽﾞ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ部

首都圏ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 金融ｲﾝﾌﾗ営業部

名古屋支店 製造営業部

関西支店 営業部

金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

流通営業部

システム部

エリア営業本部 北海道支店

関東支店

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

システム部

東北支店

新潟支店

北関東支店

九州支店 長崎営業所

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

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

社会ｼｽﾃﾑ統括部 第一社会ｼｽﾃﾑ部

第二社会ｼｽﾃﾑ部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ERPｼｽﾃﾑ部

ｼｽﾃﾑ支援部

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ部

宇宙ｼｽﾃﾑ部

基盤技術統括部 基盤ｼｽﾃﾑ部

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部

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

購買集中センター

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 事業推進室 事業開発部

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部

お客さま第一推進室

rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部

企画推進室 企画部

推進部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 総務人事部

監査部

経理部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

業務管理部

購買部

ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部
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