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2019 年２月 14日 

各 位 

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社

代表者名 取締役社長  佐々木  拓郎

 (コード 6651 東証･名証第１部)

問合せ先 広 報 室 長  蔵  辰 紀 

 (ＴＥＬ．0 5 6 1 - 6 4 - 0 1 2 3 )

 
機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

2019 年４月１日付けをもって、下記のとおり機構改革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 

Ⅰ．機構改革 

 

１.本社 

（１）経営企画統括部を新設 

     

２.海外本部 

（１）海外Ｒ＆Ｄ部を海外事業推進部に改称 

 （２）国際部を海外管理部に改称 

    

３.経営管理本部 

 （１）情報システム部を本社より移管 

 

４.生産本部 

  （１）品質改善室を品質管理室に改称 

  （２）機材設計部を新設 
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Ⅱ．取締役 
 
（異動） 

新 旧       氏  名 
取締役会長 
取締役会議長（代表取締役） 

取締役会長 CEO（代表取締役） 
 

加藤 時夫 

取締役社長 CEO（代表取締役） 取締役社長 COO（代表取締役） 佐々木 拓郎 

取締役副社長 COO 常務取締役 黒野 透 

取締役（非常勤） 
㈱新愛知電機製作所 代表取締役

社長に就任予定 
常務取締役 小出 行宏 

 
 
（管掌変更）                                  

新 旧       氏  名 

経営企画統括部・監査室・広報室担

当 
監査室・広報室・事業企画室・Ｅ

Ｖインフラ事業室担当 
取締役社長 

佐々木 拓郎 

経営管理本部・開発本部・営業本

部・生産本部・海外本部・事業企画

室・ＥＶインフラ事業室担当 
開発本部・海外本部担当 取締役副社長 

黒野 透 

品質統括部・内部統制室・施設環境

室担当 

品質統括部・情報システム部・経

営企画室・内部統制室担当 
経営管理本部長委嘱 

常務取締役 
  中嶋 正博 

生産技術部・ラーニングセンター・

品質管理室担当 
生産本部長委嘱 

生産企画部・購買部・ラーニング

センター・品質改善室・施設環境

室担当 
生産本部長委嘱 

取締役 
落合 基男 
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Ⅲ．執行役員 
 
（新任） 

新 旧       氏  名 
執行役員 
営業本部長 

㈱大洋電機製作所 出向 
（代表取締役） 里 康一郎 

執行役員 
経営管理本部長 

サンテレホン㈱ 出向 
（専務取締役） 手嶋 晶隆 

執行役員  
営業本部 営業企画部長 営業本部 営業企画部長 鈴木 健一 

執行役員  
営業本部 首都圏営業部長 営業本部 首都圏営業部長 酒井 浩 

執行役員  
経営管理本部 人事部長 経営管理本部 人事部長 佐藤 嘉高 

執行役員 
経営企画統括部長 経営管理本部 担当部長 浅井 良吉 

 
（管掌変更）                             

新 旧       氏  名 
執行役員 
開発本部長 

執行役員 
開発本部長 兼商品企画部長 箕浦 浩 

執行役員 
生産本部副本部長 
購買部・菊川工場・機材設計部・機

材商品部・掛川工場・磐田工場・名

古屋ＩＴ商品部・栃木野木工場担当 

執行役員 
生産本部副本部長 
生産技術部・菊川工場・機材設計

課・機材技術課・機材商品部・掛

川工場・磐田工場・名古屋ＩＴ商

品部・栃木野木工場担当 

飯田 英人 

執行役員 
生産本部副本部長 
生産企画部・配電盤設計部・配電盤

商品部・中津川工場・唐津工場・機

器商品部担当 

執行役員 
生産本部副本部長 
配電盤設計部・配電盤商品部・中

津川工場・唐津工場・機器商品部

担当 

小牧 邦博 

 
（出向） 

新 旧       氏  名 

サンテレホン㈱出向 執行役員 
営業本部副本部長 木下 宏之 

 

  



   
  

4 
 

Ⅳ.人事異動  

 

（部長級）                        
新 旧       氏  名 

施設環境室長 施設環境室長 兼施設課長 安藤 多人 

経営企画統括部 経営企画室長 経営企画室長 大畑 光由 

事業企画室担当部長 兼経営企画

統括部 経営企画室担当部長 事業企画室担当部長 小久保 健司 

内部統制室長 兼経営企画統括部 

財務企画室長 内部統制室長 加藤 丈晴 

経営管理本部 経理部長 兼経営

企画統括部 財務企画室担当部長 経営管理本部 経理部長 仲 祐治 

広報室長 品質統括部 品質保証室担当部長 大野 健弘 

海外本部 海外管理部長 ELETTO(THAILAND)CO.,LTD.
出向 近藤 徳弘 

海外本部 海外事業推進部長 海外本部 海外Ｒ＆Ｄ部長 松隈 裕史 

海外本部 海外事業推進部担当部

長 海外本部担当部長 蒲 宏 

ＥＶインフラ事業室長 ＥＶインフラ事業室担当部長 船橋 達治 

事業企画室担当部長 事業企画室担当課長 小田島 一郎 

経営管理本部 総務部長 経営管理本部 総務部長 兼広報

室長 蔵 辰紀 

経営管理本部 総務部担当部長 

兼法務課長 
海外本部 国際部長 兼海外企画

課長 真野 貴明 

経営管理本部 人事部担当部長 

兼人材開発課長 
経営管理本部 人事部 人材開発

課長 松本 英司 

開発本部 商品企画部長 開発本部 電子機器開発部長 石田 聰 

開発本部 新規開発部担当部長 開発本部 商品企画部担当部長 加藤 浩久 

開発本部 配電盤開発部担当部長 生産本部 配電盤設計部長 三輪 幸市 

開発本部 機器開発部長 開発本部 機器開発部長 兼第二

グループ課長 加納 利春 

開発本部 機材開発部長 開発本部 商品企画部 名古屋マ

ーケティンググループ課長 伊佐治 範幸 

開発本部 電子機器開発部長 開発本部 新規開発部担当部長 岡田 博之 

営業本部 近畿営業部長 ＥＶインフラ事業室長 淡路 大 
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営業本部 ソリューション営業部

担当部長 
営業本部 近畿営業部 金沢営業

所長 鈴木 覚 

営業本部 首都圏営業部担当部長 

兼沼津営業所長 
営業本部 首都圏営業部 沼津営

業所長 近藤 博司 

生産本部担当部長（配電盤担当） 生産本部 機材商品部担当部長 

兼第二生産課長 山田 祐治 

生産本部 品質管理室長 生産本部 品質改善室長 加藤 秀人 

生産本部 生産企画部長 生産本部 中津川工場長 下平 敦司 

生産本部 中津川工場長 生産本部 配電盤商品部長 相澤 佳宏 

生産本部 配電盤商品部長 生産本部 生産企画部長 櫻井 直樹 

生産本部 配電盤設計部長 海外本部担当部長 森 一峰 

生産本部 機材商品部長 東北日東工業㈱ 出向 河路 勝彦 

生産本部 機材設計部長 開発本部 機材開発部長 原 達也 

生産本部 掛川工場長 生産本部 磐田工場 総務課長 鈴木 一正 

サンテレホン㈱出向 営業本部 近畿営業部長 池内 敏浩 

ELETTO(THAILAND)CO.,LTD.出
向 生産本部 掛川工場長 下﨑 一洋 

営業本部 首都圏営業部担当部長

を解く 営業本部 首都圏営業部担当部長 大西 惣之 

監査室担当部長を解く 監査室担当部長 ※深津 壮司 

監査室担当部長を解く 監査室担当部長 ※小椋 滝雄 

営業本部 ＩＴ営業部担当部長を

解く 営業本部 ＩＴ営業部担当部長 ※細谷 明裕 

生産本部 機材商品部長を解く 生産本部 機材商品部長 ※岡田 訓芳 

生産本部 掛川工場担当部長を解

く 生産本部 掛川工場担当部長 ※松本 透 

部長・サンテレホン㈱出向を解く 部長（サンテレホン㈱出向） ※佐瀬 剛 
※ 役職定年制度に基づき役職を解くものです。 

以  上 
 


