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平成１８年 ３月 ７日 
報 道 各 位 

会社名 兼松エレクトロニクス株式会社 
                 代表者名 取締役社長 北村 章彦 

（コード番号８０９６ 東証第 1 部） 
問い合せ先 常務取締役 人事総務部長 酒井 峰夫 

（ＴＥＬ ０３－５２５０―６８０３） 
 
 
 

組織改編、役員の業務分担変更および人事異動、関係会社役員の異動に関するお知らせ 
 

 
下記のとおり組織改編、役員の業務分担変更および人事異動、関係会社役員の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 
関係会社の役員の異動につきましては、それぞれの株主総会において正式に決定される予定であります。 
 

記 
 

１． 組織改編（発令日：4 月１日付） 
 

［ 組織改編の主な要点 ］ 
①取締役の業務を部門担当制とする。 
②全社営業部門を営業部門(新設)の配下組織とする。 
③全社技術部門および開発部門を技術・開発部門（新設）の配下組織とする。 
④全社管理部門を本社機構の配下組織とする。 

 
   (1)東京営業本部統括の改称・改編 
  現東京営業本部統括を全社営業部門の統合・再編の上、営業部門に改称・改編する。 
 

 (2)ソリューション営業本部統括の改称・改編 
  現ソリューション営業本部統括をソリューション営業統括本部に改称し、配下の現流通・サービス営業本部、インダストリアル営業本部、金融営業本部、 

ゼネラル・システム営業本部を、第一ソリューション営業本部（3部体制）、第二ソリューション営業本部（４部体制）に改称・改編し、 
この２本部を統括する体制とする。 

  また、現オープン・システム開発本部エンジニアリング・システム部を改編・統合し、第二ソリューション営業本部の配下に 
  第一エンジニアリングシステム部、第二エンジニアリングシステム部を設置する。 
 
 (3)プロダクト営業本部統括の改称・改編 
  現プロダクト営業本部統括をシステム営業統括本部に改称し、配下の現ドキュメント・システム営業本部、ネットワーク・システム営業本部、 

ストレージ・システム営業本部、サーバー・システム営業本部を、第一システム営業本部、第二システム営業本部、第三システム営業本部（すべて 2 部
体制）に改称・改編し、この３本部を統括する体制とする。 
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 (4)ビジネス開発室の新設 
  全社的な営業支援、営業力強化施策の実行および新製品窓口をミッションとし、ビジネス開発室を新設する。 
 
 (5)技術・開発部門の新設 
  全社の技術部門および開発部門を統括する組織として技術・開発部門を新設する。 
 
 (6)ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部の改編 
  現同本部内の営業支援部、開発部、システム部、大阪システム部を、Ｅサーバー設計・構築部、システム開発部、システム支援部に改編・改称する。 
 

 (7)大阪システム開発本部の新設 
  大阪支社管轄の開発部門を再編し、技術・開発部門の配下組織として大阪システム開発本部を新設する。 
 
 (8) 技術サービス本部の改称・改編 

  現技術サービス本部をテクニカルサービス本部に改称・改編し、同本部内にビジネスサービス営業部を新設する。 
 
 (9)オープン・システム開発本部の改編 
   大阪システム開発本部の新設により、本部内を再編し、現サーバー・システム部をインフラストラクチャー・システム部に改称の上、 

現ネットワーク・システム部、現ストレージ・システム部、現名古屋オープン・システム部に加え、メディアネットワーク推進室を新設し、 
5 部体制に改編する。 

 
 
 (10)大阪営業本部ソリューション営業第一部、ソリューション営業第二部の改称 

現ソリューション営業第一部、ソリューション営業第二部を、第一ソリューション営業部、第二ソリューション営業部に改称する。 
 

 (11)ＣＳＲ推進本部の改称 
  現ＣＳＲ推進本部をＣＳＲ部門に改称する。 
 
 (12)関連事業本部の改称 
  現関連事業本部を関連事業に改称する。 
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２． 役員の業務分担変更（発令日：4 月 1日付） 
 

氏名 新職 前職 

酒井 峰夫 常務取締役 本社機構担当 
兼 ＫＥＬ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ．代表取締役社長 

常務取締役 本社機構管掌 
兼 経営企画室長 
兼 人事総務部長 
兼 ＫＥＬ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ．代表取締役社長 

榎本 秀貴 常務取締役 営業部門担当 常務取締役 東京営業本部統括管掌 

佐藤 宏 

取締役 関連事業担当 
兼 日本エー・ディー・イー株式会社取締役 
兼 兼松メディカルシステム株式会社取締役 
兼 ケー・イー・エルシステムズ株式会社取締役 
兼 日本ティー・ケー・イー株式会社取締役 

取締役 関連事業本部長 
兼 日本エー・ディー・イー株式会社取締役 
兼 兼松メディカルシステム株式会社取締役 
兼 ケー・イー・エルシステムズ株式会社取締役 
兼 日本ティー・ケー・イー株式会社取締役 

柚上
ゆ が み

 尚
たか

満
みつ

 取締役 ＣＳＲ部門担当 取締役 ＣＳＲ推進本部長 

林  和美 取締役 技術・開発部門担当 
ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社 取締役 取締役 技術・開発担当 
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３． 人事異動（発令日：4月 1日付） 
 

氏名 新職 前職 

村居 敏春 ソリューション営業統括本部統括 ソリューション営業本部統括 

大橋 隆三 第一ソリューション営業本部長 流通・サービス営業本部長 

松本 寿弥 第一ソリューション営業本部第一営業部長 流通・サービス営業本部流通・サービス営業第一部長 

武藤 誠 第一ソリューション営業本部第二営業部長 金融営業本部金融営業第二部 

井上 道夫 第一ソリューション営業本部第三営業部長 ゼネラル・ビジネス営業本部ゼネラル･ビジネス営業部長 

嶌崎 繁信 第二ソリューション営業本部長 インダストリアル営業本部長 

田中 康雄 第二ソリューション営業本部第一営業部長 金融営業本部金融営業第一部長 

渡辺 亮 第二ソリューション営業本部第二営業部長 インダストリアル営業本部製造営業第二部長 

山口 守 第二ソリューション営業本部第一エンジニアリングシステム部長 インダストリアル営業本部製造営業第三部長 

田村 隆夫 第二ソリューション営業本部第二エンジニアリングシステム部長 オープン・システム開発本部エンジニアリング・システム部長 

小西 静男 システム営業統括本部統括 プロダクト営業本部統括 

菊川 泰宏 第一システム営業本部長 サーバー・システム営業本部長 

吉田 光男 第一システム営業本部サーバーシステム営業部長 サーバー・システム営業本部サーバー営業部長 

高久 恵司 第一システム営業本部ドキュメントシステム営業部長 ドキュメント・システム営業本部ドキュメント営業部長 
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氏名 新職 前職 

鹿野 淳 第二システム営業本部長 
兼第二ストレージシステム営業部長 

ストレージ・システム営業本部長 

加藤 靖則 第二システム営業本部第一ストレージシステム営業部長 ストレージ・システム営業本部ストレージ営業部長 

吉池 雅宣 第三システム営業本部長 ネットワーク・システム営業本部長 

菊地 一博 第三システム営業本部第一ネットワークシステム営業部長 ネットワーク・システム営業本部ネットワーク営業部第一課長 

西村 仁志 第三システム営業本部第二ネットワークシステム営業部長 ネットワーク・システム営業本部ネットワーク営業部長 

間宮 正宏 ビジネス開発室長 ドキュメント・システム営業本部長 

柘植 道明 大阪営業本部第一ソリューション営業部長 大阪営業本部ソリューション営業第一部長 

平野 剛史 大阪営業本部第二ソリューション営業部長 大阪営業本部ソリューション営業第二部長 

植田 宏 
ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
Ｅサーバー設計・構築部長 

ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
大阪システム部長 

武藤 章 
ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
システム開発部長 

ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
営業支援部長 

森下 路夫 
ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
システム支援部長 

ドキュメント＆エンタープライズ・システム開発本部 
システム部部長補佐 

原 豊彦 
上席執行役員 オープン・システム開発本部長 
兼営業支援課長兼業務管理課長 

上席執行役員 オープン・システム開発本部長 
兼ネットワーク・システム部長兼営業支援課長兼業務管理課長 

北村 光司 オープン・システム開発本部ネットワーク・システム部長 オープン・システム開発本部ネットワーク・システム部部長補佐 

黒沢 俊実 オープン・システム開発本部インフラストラクチャー・システム部長 オープン・システム開発本部サーバー・システム部長 
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氏名 新職 前職 

溝口 克己 オープン・システム開発本部名古屋オープン・システム部長 オープン・システム開発本部大阪オープン・システム部長 

坂野 裕之 オープン・システム開発本部メディアネットワーク推進室長 オープン・システム開発本部名古屋オープン・システム部長 

野上 和男 大阪支社副支社長兼大阪システム開発本部長 
大阪支社副支社長 
兼ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社 取締役 

松島 正佳 大阪システム開発本部大阪システム第一部長 オープン・システム開発本部大阪ネットワーク・システム部長 

川上 不二雄 大阪システム開発本部大阪システム第二部長 オープン・システム開発本部大阪営業支援部長 

山田 尊明 
テクニカルサービス本部長兼技術管理部長 
兼ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社取締役 

技術サービス本部長 
兼ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社取締役 

島田 広好 テクニカルサービス本部ビジネスサービス営業部長 ゼネラル・ビジネス営業本部ビジネス･システム営業部長 

田口 明彦 経営企画室長 金融営業本部長 

辻  暢彦 
人事総務部長 
兼総務課長兼広報課長 
兼 ケー・イー・エル・マネージメント・サービス株式会社取締役 

人事総務部 部長補佐 
兼総務課長兼広報課長 
兼 ケー・イー・エル・マネージメント・サービス株式会社取締役 

蔵内 達雄 ＣＳＲ部門担当補佐 ＣＳＲ推進本部副本部長 

 
４．関係会社役員の異動（発令日：4月 1 日） 

氏名 新職 前職 

大野 康彦 日本ティー・ケー・イー株式会社代表取締役社長 日本ティー・ケー・イー株式会社取締役 

戸田 克則 ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社 常務取締役 執行役員 日本ティー・ケー・イー株式会社代表取締役社長 

 
本件に関するお問い合わせ先 広報課 電話（０３）５２５０－６８０３ 

以 上 


