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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) 従来の職種横断的な組織からビジネスユニットとしての組織体を構成。産業ビジネス統括

本部、インフラビジネス統括本部として本社本部組織再編し、従来の営業部門とシステム

部門を統合。 

(2) 産業ビジネス統括本部はその配下に製造ビジネス本部、流通ビジネス本部、社会インフラ

ビジネス本部の三本部制とする。 

(3) インフラビジネス統括本部はネットワークビジネス統括部、エンジニアリングビジネス統

括部、金融ビジネス統括部の三統括部制とする。 

(4) 名古屋支店、関西支店並びにエリア各支店内にシステム部門を組み入れ、目的を共有化し

求心力を高める。 

(5) システムソリューション本部は全社横断的な機能を集約し、全社支援を集中する。 

(6) インフラソリューション本部はインフラビジネス統括本部の支援機能として独立させ、効

率化を目指す。 

(7) マーケティング本部は再編の上、特に事業推進機能強化のため、本部内に特化ビジネス部

門を包含し機能集約を目指す。 

 

 【改正後の組織表】 

別紙参照願います。 

 



新 氏名 現

取締役関係取締役関係取締役関係取締役関係

取締役 常務執行役員 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長

（公共ｼｽﾃﾑ本部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部分担）

 本横山　勇

取締役 常務執行役員

（公共･金融ｼｽﾃﾑ本部、ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部分担）

取締役 上席執行役員

（産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部、ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部、

　製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、

　社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部、名古屋支店、関西支店、

　ｴﾘｱ営業本部、ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部分担）

 三木　格

取締役 上席執行役員　ｴﾘｱ営業本部長

（首都圏営業本部、名古屋支店、関西支店分担）

取締役 執行役員

（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部、監査部分担）

 山寺　光

取締役 執行役員 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長

（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部、

　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部、監査部、原価削減推進室分担）

執行役員関係執行役員関係執行役員関係執行役員関係  

執行役員 ｴﾘｱ営業本部長  坪井　金洋 執行役員 首都圏営業本部長

執行役員 産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長 兼 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長  岡田　憲児 執行役員 名古屋支店長

執行役員 ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部長  本多　浩明 執行役員 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 兼 原価削減推進室長

執行役員 公共ｼｽﾃﾑ本部長  内田　秀二

執行役員 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

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  寺田　元一

上席理事 首都圏営業本部副本部長

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ統括部長

兼 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 rBOMｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

兼 原価削減推進室

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 兼 rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

 小松　俊一 上席理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 兼 お客さま第一推進室長

理事関係理事関係理事関係理事関係  

上席理事 流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部副本部長  園田　信裕 上席理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長

上席理事 社会ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長

兼 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業統括部長

 落合　廣樹 上席理事 関東支店長

上席理事 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 金融ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長  吉沢　隆

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

上席理事 名古屋支店長 兼 名古屋支店 製造営業部長  佐藤　克己

上席理事 首都圏営業本部副本部長

兼 製造営業統括部長

上席理事 関西支店長 兼 関西支店 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長  及川　学

上席理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長

兼 戦略推進室長 兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長

上席理事 中国支店副支店長  村河　充彦 理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長 兼 西日本ｼｽﾃﾑ部長

上席理事 関東支店長  菅原　英敏

上席理事 お客さま第一推進室長代理

兼 顧客満足推進室長

上席理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長  辻　　満 理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長

上席理事 公共ｼｽﾃﾑ本部 副本部長  松山　晃一郎 上席理事 関西支店長 兼 関西支店 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長

上席理事 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部副本部長 兼 経理部長

兼 購買部長 兼 業務管理部長 兼 ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部長

 山口　豊彦

上席理事 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部副本部長 兼 経理部長

兼 業務管理部長 兼 購買集中ｾﾝﾀｰ長

兼 原価削減推進室

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

理事 流通ｼｽﾃﾑ統括部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長  政木　繁明

理事 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

理事 名古屋支店副支店長 兼 名古屋支店ｼｽﾃﾑ部長  渡辺　茂弘 理事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長 兼 名古屋ｼｽﾃﾑ部長

理事 関西支店副支店長  小野　光一 名古屋ｼｽﾃﾑ部副部長

理事 静岡支店副支店長  原川　忠彦 東日本ｼｽﾃﾑ部副部長

理事 公共ｼｽﾃﾑ本部副本部長 兼 社会ｼｽﾃﾑ統括部長  坂本　正一 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

理事 ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長

兼 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 兼 購買集中ｾﾝﾀｰ長

 長島　哲夫 理事 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部長 

理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長  小沼　伴好

理事 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長

兼 戦略推進室 事業開発ｾﾝﾀｰ長

理事 企画推進室長 兼 企画部長  練木　一郎 理事 営業支援室長 



新 氏名 現

部部部部・・・・支店長関係支店長関係支店長関係支店長関係

製造ｼｽﾃﾑ統括部長 兼 第三ｼｽﾃﾑ部長  荒木　成一 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 兼 ｼｽﾃﾑ支援部長

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長  山口　祐一郎 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長

製造ｼｽﾃﾑ統括部 第二ｼｽﾃﾑ部長  大野　倫尚 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部長

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 流通第二営業部長  手塚　孝彦 流通営業統括部長 兼 流通第二営業部長

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 情報ｻｰﾋﾞｽ営業部長  飯塚　圭一 業種営業統括部長 兼 業種営業部長

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 ﾗｳﾝﾀﾞｰｾｰﾙｽ部長  江口　さつき 営業支援室

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長  横山　義人 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

兼 首都圏ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

 島村　和弘 第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

関西支店 営業部長  佐藤　真義 名古屋支店 製造営業部長

社会ｼｽﾃﾑ統括部 第一社会ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二社会ｼｽﾃﾑ部長  久保田　隆 先端業務開発部長 兼 金融証券ｼｽﾃﾑ部長

事業推進室長代理 兼 ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長  柳　博 ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長 兼 ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

事業推進室 事業開発部長  石橋　和雄 戦略推進室

企画推進室 推進部長  中島　満 営業支援室 副部長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部長  宮下　輝雄 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部
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◆変更後

関西支店

公共ｼｽﾃﾑ本部

山口営業所

長崎営業所

取締役会

代表取締役

監査役

監査役会

総務人事部

経理部

業務管理部

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

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

企画部

第二公共ｼｽﾃﾑ部

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

首都圏ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

システム部

名古屋支店 製造営業部

流通営業部

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

金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ部

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

EDI営業部

EDIｼｽﾃﾑ部

情報ｻｰﾋﾞｽ営業部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

流通ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

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

製造第一営業部

製造第二営業部

流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

製造ｼｽﾃﾑ統括部

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

産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

流通第二営業部

流通第一営業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ営業統括部

企画推進室

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 事業推進室

監査部

ERPｼｽﾃﾑ部

ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部

ｼｽﾃﾑ支援部

購買部

推進部

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ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

基盤技術統括部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部

お客さま第一推進室

購買集中センター

事業開発部

rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ部



◆変更前

山口営業所

長崎営業所

取締役会

代表取締役

監査役

監査役会

首都圏営業本部 製造営業統括部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部

営業支援室

戦略推進室

お客さま第一推進室

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

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

第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

EDIｼｽﾃﾑ統括部

基盤技術統括部

流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

関西支店

エリア営業本部

流通営業統括部 流通第一営業部

名古屋支店

流通第二営業部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ統括部

rBOMﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

ｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞﾈｽ営業統括部

ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部

業種営業統括部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

科学ｼｽﾃﾑ統括部

金融ｲﾝﾌﾗ営業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部

EDIﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 EDI営業部

rBOMｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

ﾘﾃｰﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

製造営業部

宇宙ｼｽﾃﾑ部

営業部

関東支店

長野支店

松本支店

静岡支店

東北支店

第二公共ｼｽﾃﾑ部

静岡東部支店

公共･金融ｼｽﾃﾑ本部

流通営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

第一公共ｼｽﾃﾑ部

製造第一営業部

製造第二営業部

北海道支店

ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

業種営業部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ部

北関東支店

新潟支店

公共ｼｽﾃﾑ統括部

浜松支店

中国支店

九州支店

金融証券ｼｽﾃﾑ統括部 金融証券ｼｽﾃﾑ部

先端業務開発部

ｵﾌｼｮｱ推進部

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部

第二ｼｽﾃﾑ部

EDIｼｽﾃﾑ部

特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室

ERPｼｽﾃﾑ部

ｼｽﾃﾑ支援部

東日本ｼｽﾃﾑ部

西日本ｼｽﾃﾑ部

第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第一ｼｽﾃﾑ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部

名古屋ｼｽﾃﾑ部

関西ｼｽﾃﾑ部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括部

総務人事部

経理部

業務管理部

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


