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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 19 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 
（１）管理本部 

人事部を社長直轄から管理本部内に移管し、監査部を社長直轄に移管する。 

（２）営業企画本部 

営業推進統括部を新設し、営業サポート部と営業推進部の 2 部体制とする。 

（３）営業統括本部 

営業統括本部を廃止し、産業ビジネス本部、企業グループ営業本部、金融証券ビ

ジネス本部、プロダクト営業本部、エリア営業本部の５本部制に分割する。 

（４）産業ビジネス本部 

産業ビジネス本部を製造営業、流通営業、ネットワーク営業、ソリューションビ

ジネス、ＥＤＩビジネスの５統括部として再編する。 

（５）企業グループ営業本部 

関西支店、名古屋支店より松下企業グループ営業部とトヨタビジネス営業部を移

管し、企業グループ営業本部として再編する。 

（６）金融証券ビジネス本部 

金融証券営業統括部と金融証券システム統括部の２統括部体制とする。 

（７）プロダクト営業本部 

公共営業部とプロダクト営業部の２部体制とする。 

（８）エリア営業本部 

名古屋、関西を除く各支店を、東日本支社、長野支社、静岡支社、西日本支社の

４支社と北海道支店の１支店に統合し、支社の下部組織として支店を置く。また、

支社内にそれぞれシステム部を設置する。 

 



 

 

（９）システムソリューション本部 

システム支援部、テクニカルサポート部、ソフトウェアファクトリ部、ＥＲＰシ

ステム部の４部ならびに製造ソリューション、流通ソリューションの２統括部を

再編し、フィールドサポート統括部、製造ソリューション統括部、流通ソリュー

ション統括部の３統括部体制とする。 

（10）システム開発本部 

公共宇宙システム統括部の１統括部体制とする。 

（11）サポートサービス本部 

金融証券技術部、ネットワークセキュリティシステム部をネットワーク営業本部

から移管し、ネットワークエンジニアリング、サービスビジネス、カストマサー

ビスの３統括部として再編する。 

 

 

    ※ 詳細は組織図を参照願います。 



新 氏名 旧

取締役関係
取締役会長 牧野 誠毅 代表取締役会長　ＣＥＯ

代表取締役社長　ＣＥＯ兼ＣＯＯ 高橋 正道 代表取締役社長　ＣＯＯ  営業統括本部長

取締役 専務執行役員　営業企画本部長
（営業部門分担）

笛田   肇 取締役 専務執行役員　営業企画本部長　

取締役 常務執行役員　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
（ｼｽﾃﾑ部門、ｵﾌｼｮｱ推進室分担）

本横山 勇
取締役 常務執行役員　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
兼ｼｽﾃﾑ開発本部長

取締役 常務執行役員　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長
（経営企画部、管理本部、ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部分担）

加藤 貫治
取締役 常務執行役員　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長
（経営企画部、人事部分担）

執行役員関係
上席執行役員　産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部付（EDI担当） 波多野新八 上席執行役員　EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

上席執行役員　ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ営業本部長 三木   格
上席執行役員　営業統括本部付
兼ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ営業部長

上席執行役員　ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部長 山浦 　茂 執行役員　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

上席執行役員　産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 山寺 　光
執行役員　業種営業本部長兼製造営業統括部長
兼公共営業統括部長兼北陸出張所長

執行役員　企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ営業本部長
兼ﾄﾖﾀﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長

桐畑 美郎 執行役員　ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部長

執行役員　ｴﾘｱ営業本部長 竹内 誠二 執行役員　名古屋支店長

執行役員　名古屋支店長 津玉 高秀 執行役員　東京支店長

執行役員　ｴﾘｱ営業本部副本部長
兼長野支社長兼長野支店長

菅原 英敏 上席理事　長野支店長

執行役員　経営企画部長兼関連事業室長兼
管理本部副本部長兼監査部担当

荻田   修
理事　経営企画部長兼経営企画室長
兼関連事業室長

執行役員　金融証券ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
兼金融証券ｼｽﾃﾑ統括部長兼金融証券ｼｽﾃﾑ部長
兼ｼｽﾃﾑ開発本部長

大高 　友
上席理事　ｼｽﾃﾑ開発本部副本部長
兼金融証券ｼｽﾃﾑ統括部長

理事関係
上席理事　ｴﾘｱ営業本部西日本支社支社長代理
兼九州支店長

岡田 憲児 上席理事　関西支店副支店長兼営業部長

上席理事　産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部付部長
兼流通営業統括部長兼流通第一営業部長

松山晃一郎 理事　流通営業統括部長兼流通営業部長

上席理事　金融証券営業統括部長 正田 和之 理事　金融証券営業統括部長

上席理事　営業推進統括部長 及川 　学 理事　営業推進部長兼顧客満足推進室長

上席理事　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ統括部長
兼ｼｽﾃﾑ支援部長

中林 哲夫 理事　製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長兼ｼｽﾃﾑ支援部長

理事　ｴﾘｱ営業本部西日本支社長 吉永 五郎 理事　九州支店長

理事　情報ｼｽﾃﾑ部長 柴山 　弘
理事　管理本部付部長兼情報ｼｽﾃﾑ部長
兼営業ｻﾎﾟｰﾄ部長

理事　金融証券ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部付部長 土井 和隆 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部付部長

理事　公共宇宙ｼｽﾃﾑ統括部長
兼公共ｼｽﾃﾑ部長

内田 秀二 公共宇宙ｼｽﾃﾑ統括部長兼公共ｼｽﾃﾑ部長

理事　流通営業統括部長代理
兼流通第二営業部長

小松 俊一 東京支店 流通営業部長

理事　ｴﾘｱ営業本部東日本支社長
兼北関東支店長兼ｼｽﾃﾑ部長

落合 廣樹 関東支店長兼北関東支店長

理事　EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長兼EDI営業部長
兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業支援部長兼ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

寺田 元一 EDI営業部長

理事　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長代理
兼流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長兼ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ部長

小沼 伴好
ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙ部長
兼ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙ部 CRMｸﾞﾙｰﾌﾟ長

理事　製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 園田 信裕 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長

理事　流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 本多 浩明 流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長

理事　ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長
兼ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長兼ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部長

塩沢 祐次 ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長兼ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

２．取締役の業務分担変更および主要人事異動



新 氏名 旧

部長関係
経理部付部長 篠崎 文人 経理部次長

人事部付部長 吉田 光成 人事部次長兼人事課長

営業推進部長 練木 一郎 営業推進部次長

営業ｻﾎﾟｰﾄ部長 橋口 徳子
営業ｻﾎﾟｰﾄ部次長兼業務支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
兼営業ｻﾎﾟｰﾄ一課長

製造営業統括部長兼製造第二営業部長 佐藤 克己 製造営業部長兼製造推進課長

製造第一営業部長 望月 正嗣 東京支店 製造営業部次長兼製造営業課長

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業統括部長 吉沢   隆
ﾈｯﾄﾜｰｸ営業統括部長兼ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長
兼ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部長

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長 降旗 尚也 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部次長兼営業二課長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 佐藤 真義 東京支店製造営業部長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ部付部長 植草   浩 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長

ERPｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 内藤 隆造 製造営業統括部付部長

金融証券ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部付部長 松浦 秀幸 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部付部長

公共営業部長兼ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ営業部長 遠藤 賢一 公共営業部長

関東支店長 手塚 孝彦 関東支店付部長

多摩支店長 石橋 和雄 東京支店次長兼多摩営業所長

長野支店付部長 川原   靖 長野支店次長

長野支社ｼｽﾃﾑ部長 宮下 輝雄 長野支店付部長

静岡支社長兼静岡支店長 朝原   亨 静岡支店長

静岡支社ｼｽﾃﾑ部長 渡辺 茂弘 静岡支店付部長

西日本支社ｼｽﾃﾑ部長 村河 充彦 中国支店次長

関西支店 営業部長 上手 康裕 関西支店 営業部次長

関西支店 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長 田渕 俊樹 関西支店 営業部次長

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長代理兼第三ｼｽﾃﾑ部長 辻    満 ERP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 荒木 成一 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部第二ｼｽﾃﾑ部次長

流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部第二ｼｽﾃﾑ部長 政木 繁明 関西支店 ｼｽﾃﾑ部付部長

宇宙ｼｽﾃﾑ部付部長 久保田 隆 宇宙ｼｽﾃﾑ部次長

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部付部長 染谷 雅之 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業本部付部長

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部長兼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 長島 哲夫 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ統括部付部長兼静岡ｻｰﾋﾞｽ部長 川口 政弘 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ統括部付部長

首都圏ｻｰﾋﾞｽ部長 伊藤 辰夫 首都圏ｻｰﾋﾞｽ部長兼静岡ｻｰﾋﾞｽ部長

所長関係

長崎営業所長 沖田 和郎 九州支店付課長

退任（平成19年3月31日付）
大興ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ株式会社定時株主総会において
代表取締役社長に就任予定

谷口 哲雄
執行役員　ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部長
兼ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部長

平成19年4月1日付で株式会社大和ｿﾌﾄｳｪｱﾘｻｰﾁ
執行役員に就任予定

渡邊 高男 上席理事 流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長

平成19年4月1日付で当社顧問に就任予定 中澤 和宏 上席執行役員　ｴﾘｱ営業本部長



◆ 組織図
平成19年4月1日現在

取締役会 オフショア推進室

代表取締役 プロジェクト監理部

監査役 監査部

監査役会 経営企画部

管理本部 総務部
経理部
人事部
情報システム部

営業企画本部 営業推進統括部 営業推進部
営業ｻﾎﾟｰﾄ部

産業ビジネス本部 製造営業統括部 製造第一営業部
製造第二営業部

流通営業統括部 流通第一営業部
流通第二営業部

ネットワーク営業統括部 ネットワーク営業部

ソリューションビジネス統括部 製造ソリューション部
流通ソリューション部
ERPソリューション部
アウトソーシング部

EDIビジネス統括部 EDI営業部
EDI開発部
ソリューション営業支援部

企業グループ営業本部 松下企業グループ営業部

トヨタビジネス営業部

金融証券ビジネス本部 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 金融証券システム部

プロダクト営業本部 公共営業部

プロダクト営業部

エリア営業本部 北海道支店

東日本支社 東北支店
新潟支店
北関東支店
関東支店
多摩支店
システム部

長野支社 長野支店
松本支店
システム部

静岡支社 静岡支店
静岡東部支店
浜松支店
システム部

西日本支社 中国支店 山口営業所

九州支店 長崎営業所

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

システムソリューション本部 フィールドサポート統括部 システム支援部
テクニカルサポート部
ソフトウェアファクトリ部

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
第三システム部

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

システム開発本部 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

サポートサービス本部 ネットワークエンジニアリング統括部 ネットワークビジネス部
エンジニアリング部
安全品質部
金融証券技術部

サービスビジネス統括部 サービスビジネス部
ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部
サプライ営業部

カストマサービス統括部 首都圏サービス部
静岡サービス部
中部サービス部
関西サービス部


