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平成１9年 2 月 23 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 代表取締役社長 榎本 秀貴 

（コード番号８０９６ 東証第 1部） 
問い合せ先 経営企画室長 田口 明彦 
（ＴＥＬ ０３－５２５０―６３１５） 

 
 

組織改編、役員の業務分担変更および人事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を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 
 

記 
 

１． 組織改編（発令日：4月１日付） 
 

［ 組織改編の主な要点 ］ 
① 営業部門、技術・開発部門を統合・再編する。 

・ソリューション営業部門を 3本部制に統合・再編する。 
・開発部門を機能別に分類し、統合再編する。 

② メモレックス・テレックス社合併に伴いメモレックス営業部門を新設する。 
 
   (1) ソリューション営業部門の改編 
  ①現システム営業部門配下の第ニシステム営業本部の一部を第一ソリューション営業本部に編入し、第四営業室とする。 

②現システム営業部門配下の第三システム営業本部を編入し、第三ソリューション営業本部とする。 
 

 (2) メモレックス営業部門の新設 
  ①メモレックス・テレックス社との合併に伴いメモレックス営業部門を新設する。 

②エンタープライズシステム営業本部、オープンシステム営業本部、ドキュメントシステム営業本部の 3本部制とする。 
 
 (3) システム営業部門の改編 

①現システム営業部門をシステム製品・開発部門に改編する。 
②現第一システム営業本部と第二システム営業本部を統合し、システム製品本部とする。 
また、システム製品本部の配下にシステム営業技術部を新設する。 

③現技術・開発部門配下の技術開発本部を編入しシステム開発本部とする。 
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 (4) 技術・開発部門の改編 
①現技術・開発部門を技術・サービス部門に改編する。 
②現ドキュメント&エンタープライズ・システム開発本部とオープン・システム開発本部を統合し、システム技術本部とする。 
③テクニカルサービス本部にオフィスソリューション営業室を新設する。 

 
 (5) 拠点の営業部門・技術サポート部門の改編 

①大阪支社・名古屋支店における、営業部門・技術サポート部門をそれぞれ大阪支社・名古屋支店配下とする。 
 
 (6) 本社機構 

①メモレックス・テレックス社の合併に伴い、メモレックスグループを新設する。 
②関連事業を経営企画室に移管する。 

 
 
 
 
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 本社機構担当 
兼 ＣＳＲ部門担当兼関連事業担当 
兼 ＫＥＬ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ．代表取締役社長 

林  和美 

取締役 ＣＳＲ部門担当 
兼 ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社取締役 
兼 日本ティー・ケー・イー株式会社取締役 
兼 ケー・イー・エルシステムズ株式会社取締役 

取締役 技術・開発部門担当 
兼 ケー・イー・エル テクニカルサービス株式会社取締役 
兼 日本ティー・ケー・イー株式会社取締役 
兼 ケー・イー・エルシステムズ株式会社取締役 

小西 静男 取締役 システム製品・開発部門担当 
兼 日本エー・ディー・イー株式会社取締役 

取締役 システム営業部門担当 
兼 日本エー・ディー・イー株式会社取締役 
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３． 人事異動（発令日：4月 1日付） 
 

氏名 新職 前職 

鹿野 淳 第一ソリューション営業本部長兼第四営業室長 
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 

吉田 光男 第一ソリューション営業本部第一営業部長 第一システム営業本部サーバーシステム営業部長 

山口 守 第二ソリューション営業本部第一サポート部長 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 

田村 隆夫 第二ソリューション営業本部第二サポート部長 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 

吉池 雅宣 第三ソリューション営業本部長 第三システム営業本部長 

菊地 一博 第三ソリューション営業本部第一ネットワークシステム営業部長 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 

西村 仁志 第三ソリューション営業本部第二ネットワークシステム営業部長 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 

川名 之博 メモレックス営業部門担当 
メモレックス・テレックス株式会社  
常務取締役 ソリューション営業本部長 

野澤 照幸 メモレックス営業部門担当補佐兼オープンシステム営業本部長 
メモレックス・テレックス株式会社 
取締役 オープンシステム事業部長 

田口 明彦 メモレックス営業部門本部統括室長 経営企画室長 

上村 武  
メモレックス営業部門エンタープライズシステム営業本部長 
兼基盤技術部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
エンタープライズシステム事業部長 

小出 義治 
メモレックス営業部門エンタープライズシステム営業本部 

エンタープライズシステム営業部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
エンタープライズシステム第１営業部長 

飯濱 充隆  
メモレックス営業部門エンタープライズシステム営業本部 

エンタープライズビジネス推進部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
エンタープライズシステム第２グループ長 
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藤牧 進 
メモレックス営業部門エンタープライズシステム営業本部 

エンタープライズシステムサポート部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
エンタープライズシステムサポート部長 

堀越 亙 
メモレックス営業部門オープンシステム営業本部 
オープンシステム営業部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
オープンシステム営業部長 

黒澤 徹也 
メモレックス営業部門オープンシステム営業本部 
オープンシステム事業推進部長兼オープンシステムサポート部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
オープンシステムサポート部長 

阿部 宏和 
メモレックス営業部門ドキュメントシステム営業本部長 
兼開発サポート部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
ドキュメントシステム事業部長 

長田 季之 
メモレックス営業部門ドキュメントシステム営業本部 
ドキュメントシステム営業部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
ドキュメントシステム副事業部長 

小島 耕三 
メモレックス営業部門メモレックス大阪営業部長 
兼メモレックス名古屋営業部長 

メモレックス・テレックス株式会社 
大阪支店長兼名古屋支店長 

菊川 泰宏 システム製品本部長兼システム製品企画室長 第一システム営業本部長 

黒沢 俊実 システム製品本部システム営業技術部長 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 

松本 寿弥 システム製品本部サーバーシステム部長 第一ソリューション営業本部第一営業部長 

高久 恵司 システム製品本部ドキュメントシステム部長 第一システム営業本部ドキュメントシステム営業部長 

加藤 靖則 システム製品本部ストレージシステム部長 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 

土岐 光一 執行役員 システム開発本部長 執行役員 技術開発本部長 

当山 収  システム開発本部製品開発室長 技術開発本部技術開発部長 

石田 豊 システム開発本部システム検証室長 技術開発本部技術検証部長 

野上 和男   技術・サービス部門担当 大阪支社副支社長兼大阪システム開発本部長 

原 豊彦 上席執行役員 システム技術本部長 
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 
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植田 宏 システム技術本部プラットフォーム技術部長 
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 

北村 光司 システム技術本部ネットワーク技術部長 オープン・システム開発本部ネットワーク・システム部長 

武藤 章 システム技術本部ドキュメント技術部長 
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 

石井 三郎 システム技術本部ストレージ技術部長 オープン・システム開発本部ストレージ・システム部長 

湯通堂 孟 システム技術本部システム技術検証室長 
オープン・システム開発本部 ネットワーク・システム部ネットワ
ーク検証室 

森下 路夫 システム技術業務推進室長 
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支援
部長 

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

執行役員 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 

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室長 テクニカルサービス本部ビジネスサービス営業部長 

間宮 正宏 テクニカルサービス本部オフィスソリューション営業室長 ビジネス開発室長 

大橋 隆三 大阪支社 営業本部長兼第三ソリューション営業部長 第一ソリューション営業本部長 

柘植 道明 大阪支社 営業本部第一ソリューション営業部長 大阪営業本部第一ソリューション営業部長 

平野 剛史 大阪支社 営業本部第二ソリューション営業部長 大阪営業本部第二ソリューション営業部長 

川上 不二雄 大阪支社 システム本部長 大阪システム開発本部大阪システム第一部長兼第一課長 

鈴木 勝人 大阪支社 システム本部ソリューションシステム部長 大阪システム開発本部大阪システム第二部部長補佐兼第二課長 

高橋 隆雄 本社機構担当補佐 
メモレックス・テレックス株式会社  
常務取締役 本社機構担当 

近藤 壮一 経営企画室長 大阪営業本部長 
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青木 啓一 人事総務部メモレックスグループ部長 
メモレックス・テレックス株式会社  
人事総務部長 

久我 吉広 経理部メモレックスグループ部長 
メモレックス・テレックス株式会社  
経理部長 

狩谷 信義 業務部メモレックスグループ部長 
メモレックス・テレックス株式会社  
業務部長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


