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各      位 

 
会 社 名  新コスモス電機株式会社  
代表者名  代表取締役社長  重盛 徹志 
（JASDAQ コード番号 6824  ） 
問合せ先 
取締役常務執行役員 
管理本部長        飯森 龍            

（TEL． 06－ 6308 － 3112 ） 
 

組織の変更および人事異動に関するお知らせ 

 
 

 平成 27 年４月１日付をもって、下記のとおり組織の変更および人事異動を実施いたしますのでお知

らせいたします。 
 

記 
１．組織の変更 
  （１）事業戦略室および情報システム室を廃止する。   

（２）経営企画室に事業計画部・事業支援部・事業開発部・情報システム部を置く。 
（３）品質管理本部に品質計画推進部を置く。 
（４）生産本部に生産計画推進部を置く。 
（５）技術開発本部に技術開発計画推進部を置く。 
（６）センサ本部にセンサ計画推進部を置く。 
（７）センサ本部 第一技術部、第二技術部を統合し、センサ開発センターとする。 
（８）センサ本部 第一製造部、第二製造部を統合し、センサ工場とする。 

  （９）国内営業本部を廃止し、リビング営業本部、インダストリ営業本部、東日本支社、中部支

社、西日本支社を置く 
  （10）リビング営業本部及びインダストリ営業本部に営業計画推進部を置く。 
  （11）リビング営業本部に東日本営業部、西日本営業部を置く。 
  （12）インダストリ営業本部に東日本営業部、中部営業部、西日本営業部、営業開発部、メンテ

ナンス部を置く。 
（13）東日本営業部に首都圏営業部を置く。 

  （14）海外営業本部に海外計画推進部を置く。 
     
 
 
 
 
 
 
 

 



 
２．取締役の委嘱業務の変更（平成 27 年４月１日付）人事異動 

新役職名 氏  名 旧役職名 

取締役 副社長執行役員  
品質管理管掌  
（兼）リビング事業管掌 
（兼）リビング営業本部長  

松原 義幸 

取締役 副社長執行役員 
品質管理管掌 
（兼）技術開発管掌 
（兼）リビング事業管掌 
（兼）事業戦略室長 

取締役 副社長執行役員 
インダストリ事業管掌 
（兼）インダストリ営業本部長 

高橋 良典 
取締役 副社長執行役員 
インダストリ事業管掌 
（兼）国内営業本部長 

取締役 上席執行役員 
インダストリ営業本部 副本部長 
（兼）東日本営業部長 
（兼）東日本支社長 

金井 隆生 

取締役 上席執行役員 
国内営業本部 副本部長（インダストリ

営業担当） 
（兼）東日本支社長 

取締役 上席執行役員 
生産管掌 
（兼）技術開発管掌 
（兼）技術開発本部長 

相川 勝之助 
取締役 上席執行役員 
生産管掌 
（兼）技術開発本部長 

取締役 上席執行役員 
経営企画室長 
（兼）情報システム部長 

竹内 徹 取締役 上席執行役員 
事業戦略室 副室長 

 
 
３．主な人事異動（平成 27 年４月１日付） 

新役職名 氏  名 旧役職名 

執行役員 
リビング営業本部 中部地区営業統

括部長 
（兼）インダストリ営業本部 中部

地区営業統括部長 
 

加藤 雅夫 執行役員 
国内営業本部 中部地区営業統括部長 

執行役員 
インダストリ営業本部営業開発部長

岩見 知明 

執行役員 
国内営業本部 西日本インダストリ営

業担当 
（兼）関西支社長 

執行役員 
インダストリ営業本部 西日本営業

部長 
（兼）西日本支社長 
 

安本 哲也 
執行役員 
国内営業本部 九州・中国支社長 
（兼）九州営業所長 

経営企画室 事業支援部長 中山 正樹 国内営業本部 営業開発部長 

経営企画室 事業開発部長 
（兼）技術開発本部 副本部長 西上 佳典 技術開発本部 第一開発部長 

広報室長 
（兼）経営企画室 事業計画部長 山田 芳穂 

広報室長 
（兼）経営企画室 担当部長 
（兼）事業戦略室 事業推進部担当部長

品質管理本部 品質計画推進部長 笠原 浩 事業戦略室 事業推進部長 

品質管理本部 第一品質管理部長 西家 健司 技術開発本部 第一開発部 センサ技術

グループリーダー 



新役職名 氏  名 旧役職名 

生産本部 生産計画推進部長 
 (兼)検査部長 副島 昭彦 生産本部 検査部長 

技術開発本部技術開発計画推進部長 早川 恭信 技術開発本部 業務推進グループリーダ

ー 

技術開発本部 第一開発部長代行 菊池 政和 技術開発本部 第一開発部 開発第二グ

ループリーダー 

センサ本部 センサ計画推進部長 岩本 広沢 センサ本部 第一製造部長 

センサ本部 センサ開発センター長 三橋 弘和 センサ本部 第一技術部長 

センサ本部 センサ工場長 杉本 裕司 センサ本部 第二製造部長 

リビング営業本部 副本部長 
（兼）西日本営業部長 
（兼）西日本支社 副支社長 

前川 正利 
国内営業本部 リビング営業担当 
 (兼)東日本支社 副支社長 
 (兼)第一営業部長 

リビング営業本部 東日本営業部長

（兼）東日本支社 副支社長 中村 毅 国内営業本部 関西支社 副支社長 
 (兼)第一営業部長 

リビング営業本部営業計画推進部長

（兼）インダストリ営業本部 営業

計画推進部長 
山本 育郎 国内営業本部 東日本支社 副支社長 

 (兼)第二営業部長 

インダストリ営業本部 東日本営業

部 副部長 
（兼）首都圏営業部長 

川口 勝也 国内営業本部 東日本支社仙台営業所長

インダストリ営業本部中部営業部長

（兼）中部支社長 中畑 壽夫 国内営業本部 中部支社長 
 (兼)第二営業部長 

インダストリ営業本部西日本営業部

副部長 
（兼）関西営業部長 

藤岡 哲也 国内営業本部 関西支社 第二営業部長 

インダストリ営業本部 メンテナン

ス部長 松江 豊 国内営業本部 メンテナンス部長  

海外営業本部海外計画推進部長代行 加藤 昌弘 海外営業本部 海外事業支援室長代行 

 
以  上 


