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平成 28 年 6 月 23 日 

各 位 

会 社 名  三 信 電 気 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長兼ＣＯＯ 鈴木 俊郎 

                              （コ－ド番号：8150 東証第一部） 

問合せ先 取締役   御園 明雄 

                                                          (TEL 03－3453－5111) 

 

組織変更および人事異動の件 

 

平成 28 年 6 月 24 日付をもって、下記の通り組織変更および人事異動を行うこととなりましたのでお知らせ致し

ます。なお、取締役の人事につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 65 期定時株主総会における取

締役選任議案が可決されることが前提となります。 

記 

 

１．組織変更 

  中期経営計画の目標達成に向け、デバイス事業における戦略推進力の強化および収益力向上を図るため、デバ

イス事業の現５本部（営業管理本部、電子デバイス販売促進本部、東日本営業本部、西日本営業本部、海外営業

本部）を１事業グループに統合し、その傘下に事業計画のマネジメント部門および９つのユニットを配置する。 

 

２．人事異動  

      新 役 職           氏 名          旧 役 職 

                     ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾏｻ    

代表取締役 会長執行役員（ＣＥＯ）  松永 光正      代表取締役会長兼ＣＥＯ 

 

                    ｽｽﾞｷ ﾄｼﾛｳ 

代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ）  鈴木 俊郎      代表取締役社長兼ＣＯＯ 

監査室担当                         監査室担当 

                   ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 

取締役 常務執行役員         太田 康彦      常務取締役 

デバイス事業グループ統轄                  営業管理本部長および東日本営業本部長 

兼 事業管理統括部長 

                   ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 

取締役 常務執行役員         北村 文秀      取締役 

デバイス事業グループ担当                  海外営業本部長 

兼 海外営業ユニット長 

                   ﾊﾀﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 

取締役 常務執行役員         幡野 延行      取締役 

ソリューション営業本部長                  ソリューション営業本部副本部長
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     新 役 職           氏 名          旧 役 職 

 

                   ﾐｿﾉ ｱｷｵ 

取締役 執行役員           御園 明雄      取締役 

財経本部長 兼 財務部長                  財経本部長 兼 財務部長 

                   ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 

取締役 執行役員           坂本 浩司      取締役 

管理本部長                         管理本部長 

                   ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 

取締役 執行役員           森 祐二       執行役員 

ソリューション営業本部副本部長               ソリューション営業本部副本部長 

兼 同本部 映像システム営業部長              兼 同本部 映像システム営業部長 

                   ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾕｷ 

取締役 執行役員           永瀬 知行      執行役員 

デバイス事業グループ担当                  東日本営業本部 副本部長 

兼 第一営業ユニット長 

                   ﾀｶｻｷ ｶｵﾙ 

執行役員               高崎 薫       電子デバイス販売促進本部 

新規事業ユニット長                     副本部長 

                   ﾀｼﾛ ﾕﾀｶ 

執行役員               田代 裕       執行役員 

半導体第一ユニット長                    電子デバイス販売促進本部副本部長 

                   ｵｵﾆｼ ﾉｿﾞﾐ 

執行役員               大西 望       電子デバイス販売促進本部副本部長 

半導体第二ユニット長                    兼 同本部海外デバイス販売促進部長 

                   ｳｻﾐ ｹｲｿﾞｳ 

執行役員               宇佐美 恵三     執行役員 

電子コンポーネントユニット長                電子デバイス販売促進本部副本部長 

                   ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 

執行役員               吉村 博之      執行役員 

第二営業ユニット長                     東日本営業本部副本部長 

                   ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 

執行役員               小川 光弘      執行役員 

第三営業ユニット長                     東日本営業本部副本部長 

                   ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾌﾐ 

執行役員               丹下 雅文      執行役員 

第四営業ユニット長                     西日本営業本部長 
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      新 役 職           氏 名          旧 役 職 

 

                   ｸﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 

管理本部               工藤 実       営業管理本部 

物流センター長                       物流センター長 

                   ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 

事業管理統括部            吉田 孝司      営業管理本部副本部長 

計画部長                           

                   ｺｳﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 

事業管理統括部            幸村 充浩      営業管理本部 

営業管理部長                        デバイス営業管理部長 

                  ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 

新規事業ユニット           町田 旭       電子デバイス販売促進本部 

事業推進部長                        事業推進部長 

                   ｼｭｳｷ ﾖｼｵ 

半導体第一ユニット          周木 良緒      電子デバイス販売促進本部 

販売促進部長                        第二販売促進部長 

                   ﾄｸﾀ ﾔｽﾕｷ 

半導体第一ユニット          徳田 康之      電子デバイス販売促進本部 

開発部長                          開発部長 

                   ｱｶｵ ｷﾖｼ 

半導体第二ユニット          赤尾 清志      電子デバイス販売促進本部 

販売促進部長                        販売技術部長 

                   ｵﾏﾀ ｲﾁﾏﾂ 

電子コンポーネントユニット      小俣 一松      電子デバイス販売促進本部 

ＪＡＥ販売促進部長                     ＪＡＥ販売促進部長 

                   ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 

電子コンポーネントユニット      高橋 洋一郎     電子デバイス販売促進本部 

電子コンポーネント販売促進部長               コンポーネント販売促進部長 

                   ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾉﾌﾞ 

第一営業ユニット           望月 治伸      東日本営業本部 

第一営業部長                        第一営業部長 

                   ﾀｹｳﾁ ｱｷﾄﾓ 

第一営業ユニット           武内 章知      東日本営業本部 

第二営業部長                        第二営業部長 

                   ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 

第二営業ユニット           沢田 隆司      東日本営業本部副本部長 

営業部長                          兼 同本部第三営業部長 
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      新 役 職           氏 名          旧 役 職 

 

                   ﾜｶﾔﾏ ｱｷﾗ 

第二営業ユニット           若山 晃       東日本営業本部 

ＦＰＤ営業部長                       ＦＰＤ営業部長 

                   ﾐﾔｼﾀ ﾋｻｼ 

第二営業ユニット           宮下 斐紗嗣     東日本営業本部 

ＦＰＤ技術部長                       ＦＰＤ技術部長 

                   ｷｸﾁ ﾅﾙﾋｺ 

第三営業ユニット           菊地 成彦      電子デバイス販売促進本部 

販売促進部長                        第一販売促進部長 

                   ｵｵｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 

第三営業ユニット           大川 佳伸      東日本営業本部 

営業部長                          第四営業部長 

                   ｽｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 

第三営業ユニット           末田 護       東日本営業本部 

長岡支店長                         長岡支店長 

                   ｶｻｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 

第三営業ユニット           笠井 信孝      東日本営業本部 

宇都宮支店長                        宇都宮支店 課長 

                   ﾎｿﾉ ﾋﾛｼ 

第四営業ユニット           細野 浩司      西日本営業本部副本部長 

大阪支店長                         兼 同本部大阪支店長 

兼 同支店第一営業部長                   兼 同支店第一営業部長 

                   ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾊﾙ 

第四営業ユニット           篠原 稔治      西日本営業本部 

大阪支店第二営業部長                    大阪支店第二営業部長 

兼 同部 高松支店長                    兼 同部 高松支店長 

                   ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 

第四営業ユニット           神保 博明      西日本営業本部 

京都支店長                         京都支店長 

                   ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾗ 

海外営業ユニット           石塚 明       海外営業本部 

事業推進部長                        第一事業推進部長     

                   ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾘ 

海外営業ユニット           管谷 義宣      海外営業本部 

海外営業部長                        第二事業推進部長   

                   ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 

第三営業ユニット           大谷 和弘      東日本営業本部 

名古屋支店長                        名古屋支店長 
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      新 役 職           氏 名          旧 役 職 

 

                   ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾈﾕｷ 

第三営業ユニット           関口 峰行      東日本営業本部 

静岡支店長                         静岡支店長 

                   ﾀｶﾈ ｲｻｵ 

第四営業ユニット           高根 功       西日本営業本部 

広島支店長                         広島支店長 

  

 

 

 

以 上 


