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平成２６年３月２０日 

各 位 

会 社 名 都 築 電 気 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 日浦秀樹 

（コード番号 ８１５７ 東証第２部） 

 

  

（電話番号０３－６８３３－７７０３） 

 

組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ 

 

平成２６年４月１日付をもって、下記のとおり組織変更ならびに人事異動を実施いたしますので、

お知らせいたします。 

記 

I. 組織変更 

1. 執行役員会直轄 

・｢グループ戦略室｣を新設する。 

 

2. 管理本部 

・法務統括部、総務人事統括部を｢総務統括部｣｢人事統括部｣と改称する。 

・管理本部配下に｢関連事業室｣を新設する。 

(1) 総務統括部 

・現法務統括部配下の法務部と現総務人事統括部配下の総務部を統合する｢総務部｣と 

現法務統括部配下の「コンプライアンス推進室」を置く。 

(2) 人事統括部 

・現総務人事統括部配下の「人事部」「キャリア支援室」と新設する｢人材開発部｣ 

を置く。 

 

3. マーケティング本部 

(1) 販売推進統括部 

・サービスビジネス推進部を｢ネットワークアドバイザー部｣に改称する。 

 

問合せ先 
執行役員 
総務人事統括部長 

轟 正昭 



2 

4. ビジネスソリューション本部 

・ビジネスソリューション本部配下に｢カスタマーリレーション推進室｣を新設する。 

(1) 産業営業統括部 

・第一営業部、第二営業部、第三営業部を｢第一営業部｣｢第二営業部｣および新設される 

「建設不動産営業部」に再編する。 

(2) 公共インフラ営業統括部 

・第一営業部、第二営業部を統合し｢営業部｣とする。 

 

5. 機器デバイス本部 

(1) 第二統括部 

・サプライ部を「オフィスサービス部」に改称する。 

・ソリューションビジネス部を廃止する。 

(2) 業務統括部 

・管理購買部を廃止し、その業務を物流管理部に移管する。 

 

6. 東日本本部 

・配下の名古屋支店を新設される｢中日本本部｣に移管する。 

 

7. 中日本本部 

・｢中日本本部｣を新設し、東日本本部配下の名古屋支店を移管受けする。 

 

 

Ⅱ. 人事異動 

(1) 執行役員担務変更 

氏  名 新 旧 

吉井 一典 取締役・執行役員常務・管理本部長 (取締役・執行役員常務・管理本部長

兼財務経理統括部長) 
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向田 俊也 取締役・執行役員・テクノロジーソ

リューション本部副本部長（第一シス

テム統括部・第二システム統括部・Ｉ

Ｔ基盤システム統括部担当）兼第二シ

ステム統括部長 

取締役・執行役員・テクノロジーソリ

ューション本部副本部長兼第二システ

ム統括部長 

   

鈴木 健司 執行役員・テクノロジーソリューシ

ョン本部副本部長（コンストラクショ

ン＆メンテナンス統括部担当）兼コン

ストラクション＆メンテナンス統括

部長 

(執行役員・ビジネスソリューション

本部副本部長兼公共インフラ営業統

括部長兼東日本営業部長) 

   

吉田 克之 執行役員・ビジネスソリューション

本部副本部長（産業営業統括部・第

一流通営業統括部・第二流通営業統括

部・首都圏営業統括部・コンタクトセ

ンターソリューション部担当） 

執行役員・ビジネスソリューション本

部副本部長 

   

轟  正昭 執行役員・人事統括部長兼人事部長 (執行役員・総務人事統括部長兼人事

部長) 

   

鈴木 康史 執行役員・総務統括部長 (執行役員・法務統括部長) 

   

尾山 和久 執行役員・ビジネスソリューショ

ン本部副本部長（金融営業統括部・

社会システム営業統括部・公共イ

ンフラ営業統括部・東日本営業部

担当） 

(執行役員) 

 

(2) 執行役員就任 

島口 裕美 執行役員・中日本本部長兼名古屋支

店長 

(理事・東日本本部長補佐（中部地区

担当）兼名古屋支店長) 

 

(3) 理事担務変更 

飯田 康彦 理事・西日本本部長補佐（西日本地

区管理部門担当）兼大阪支店副支店

長 

(理事・西日本本部長補佐（西日本地

区管理部門担当）兼大阪支店副支店長

兼総務部長) 
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末永 達郎 理事・金融営業統括部長 (理事・金融営業統括部長兼第二営業

部長) 

   

加藤 宏隆 関連事業室長（理事待遇） (理事・総務人事統括部長付) 

   

湯田  豊 財務経理統括部経理部担当部長（理

事待遇） 

(理事・財務経理統括部長付) 

   

松本 利弘 理事・第二統括部長 (理事・第二統括部長兼新規ビジネス

開発室長) 

   

磯部 浩 理事・東日本本部長代理兼神奈川支

店長兼川崎営業所長兼本社中堅ソ

リューション推進室担当部長 

(理事・神奈川支店長兼川崎営業所長

兼本社中堅ソリューション推進室担

当部長) 

 

(4) 役職発令及び異動 

都築 恒夫 管理本部長付担当部長 （出向・株式会社都築スタッフサービ

ス（部長待遇）） 

   

大西 賢一郎 管理本部長付担当部長 （出向・株式会社都築スタッフサービ

ス（部長待遇）） 

   

平澤  徹 管理本部長付担当部長兼関連事業

室担当部長 

(管理本部長付担当部長) 

   

近藤 雅樹 総務統括部コンプライアンス推進

室長 

(法務統括部コンプライアンス推進室

長) 

   

村椿 俊昭 総務統括部コンプライアンス推進

室担当部長兼関連事業室担当部長 

(法務統括部コンプライアンス推進室

担当部長) 

   

佐藤 一英 総務統括部総務部長 (総務人事統括部総務部長) 

   

川本 誠二 総務統括部総務部担当部長 (法務統括部法務部長) 

   

島田  薫 人事統括部人材開発部長兼キャリ

ア支援室長 

(総務人事統括部キャリア支援室長) 
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石丸 雅彦 財務経理統括部長兼経理部長 (財務経理統括部経理部長) 

   

増田 治男 関連事業室担当部長 (経営企画室担当部長) 

   

和田 恭政 マーケティング本部長補佐（部長待

遇） 

(販売推進統括部サービスビジネス推

進部副部長) 

   

船橋 祐次 販売推進統括部長兼サービスビジ

ネス企画部長 

（販売推進統括部長兼サービスビジ

ネス企画部長兼営業推進部長） 

   

北村 克幸 経営企画室担当部長兼販売推進統

括部ネットワークアドバイザー部

長 

（経営企画室担当部長兼販売推進統

括部サービスビジネス推進部長） 

   

泉川 俊一 販売推進統括部営業推進部長兼ア

カウント推進室担当部長兼中堅ソ

リューション推進室担当部長 

(販売推進統括部営業推進部副部長兼

アカウント推進室担当副部長兼中堅

ソリューション推進室担当副部長) 

   

安藝 英宣 産業営業統括部建設不動産営業部

長兼アカウント推進室担当部長 

(産業営業統括部第二営業部副部長) 

   

杉本  宏 第一流通営業統括部第一営業部長

兼カスタマーリレーション推進室

長 

（第一流通営業統括部第一営業部担

当部長兼アカウント推進室担当部長）

   

森田 成治 金融営業統括部第一営業部長 （金融営業統括部第一営業部副部長）

   

春名 夏樹 金融営業統括部第二営業部長兼ア

カウント推進室担当部長 

(金融営業統括部第一営業部長長兼ア

カウント推進室担当部長) 

浅見 哲也 社会システム営業統括部長 （社会システム営業統括部長兼第一

営業部長） 

   

横澤  恒 社会システム営業統括部第一営業

部長 

（社会システム営業統括部第一営業

部副部長） 

   

小畑 英介 社会システム営業統括部第二営業

部長兼福祉ビジネス推進室長 

（社会システム営業統括部第二営業

部担当部長兼福祉ビジネス推進室長）
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森田 利治 社会システム営業統括部第二営業

部担当部長 

（社会システム営業統括部第二営業

部長） 

   

中村 仁一 公共インフラ営業統括部長兼東日

本営業部長 

（東日本本部長補佐（北海道地区担

当）兼北海道支店長兼本社社会システ

ム営業統括部福祉ビジネス推進室担

当部長） 

   

糸矢  敬 公共インフラ営業統括部長代理兼

インサイドセールス部担当部長 

(公共インフラ営業統括部第二営業部

長) 

   

高田 竜司 公共インフラ営業統括部営業部長

兼アカウント推進室担当部長 

(公共インフラ営業統括部第一営業部

長兼アカウント推進室担当部長) 

   

清川 全良 コンタクトセンターソリューショ

ン部長 

(コンタクトセンターソリューション

部長兼インサイドセールス部担当部

長) 

   

松岡 淳一 東日本営業部北関東営業所長兼甲

府営業所長 

（東日本営業部北関東営業所次長） 

   

後田 幸信 テクノロジーソリューション本部

長付担当部長 

(出向・株式会社都築ソフトウェア（部

長待遇）) 

   

飯野 正雄 第一システム統括部長兼第一シス

テム部長兼アカウント推進室担当

部長 

（第一システム統括部長兼第二シス

テム部長兼アカウント推進室担当部

長） 

   

松岡 純一 第一システム統括部第一システム

部担当部長 

（第一システム統括部第一システム

部長兼アカウント推進室担当部長） 

原田 雅弘 第一システム統括部第一システム

部担当部長 

(出向・株式会社都築ソフトウェア（部

長待遇）) 

   

武井 靖昌 第一システム統括部第二システム

部長兼アカウント推進室担当部長 

（第一システム統括部第二システム

部副部長） 

   

佐藤 純司 第一システム統括部第三システム

部担当部長 

（第一システム統括部第三システム

部副部長） 
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下里 明 第二システム統括部第二システム

部長 

(大阪支店システム部副部長) 

   

清水 規之 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部長代理兼システムコンス

トラクション部長 

(名古屋支店ネットワークソリューシ

ョン部長兼大垣営業所長) 

   

中田 茂男 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部長代理兼運用アウトソー

シング部長 

(東日本営業部北関東営業所長兼甲府

営業所長) 

   

中島 潤 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部担当部長 

(コンストラクション＆メンテナンス

統括部長兼システムコンストラクシ

ョン部長) 

   

武田 耕司郎 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部担当部長 

（コンストラクション＆メンテナン

ス統括部システムメンテナンス部長）

   

加藤 候人 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部システムメンテナンス部

長 

(コンストラクション＆メンテナンス

統括部運用アウトソーシング部副部

長兼販売推進統括部サービスビジネ

ス推進部副部長) 

   

白石 栄 コンストラクション＆メンテナン

ス統括部業務支援部長 

(コンストラクション＆メンテナンス

統括部長代理兼業務支援部長兼運用

アウトソーシング部長) 

   

鈴木 公雄 第一統括部長代理（部長待遇）兼新

規ビジネス開発室長 

（第一統括部名古屋東支店長） 

   

山田 三千郎 新規ビジネス開発室担当部長 （第二統括部ソリューションビジネ

ス部担当部長） 

   

中田 竜一 新規ビジネス開発室担当部長 （第二統括部ソリューションビジネ

ス部長） 

   

稲木 隆志 新規ビジネス開発室担当部長 （第二統括部大阪情報機器部長） 
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西  浩之 第一統括部電子デバイス部担当部

長兼静岡営業所長 

（第一統括部電子デバイス部担当部

長） 

   

覚野 慶一 第一統括部パワエレソリューショ

ン部担当部長 

（第一統括部大阪北支店担当部長） 

   

富永 哲郎 第一統括部名古屋東支店長 （第一統括部大阪北支店電子デバイ

ス一課長） 

   

北垣 洋一 第二統括部長代理（電子機器担当）

（部長待遇） 

（第二統括部長代理（電子機器担当）

兼第一機器部長）（部長待遇） 

   

鈴木 寿人 第二統括部長代理（電子機器販売推

進担当）（部長待遇） 

(第二統括部電子機器販売推進担当部

長兼カスタマサポート部長) 

   

西田 昭一 第二統括部第一機器部長 (新規ビジネス開発室担当課長) 

   

笠原  聡 第二統括部オフィスサービス部長  (第二統括部サプライ部長) 

   

山田 卓史 第二統括部大阪情報機器部長 (第二統括部大阪情報機器部サプライ

課長) 

   

伊藤  毅 第二統括部カスタマサポート部長 (第二統括部カスタマサポート部担当

部長) 

   

落合 達則 業務統括部長 業務統括部長兼管理購買部長 

   

酒井 康彦 東日本本部長補佐（北海道地区担

当）（部長待遇）兼北海道支店長兼

本社社会システム営業統括部福祉

ビジネス推進室担当部長 

（産業営業統括部第三営業部長兼ア

カウント推進室担当部長） 

筧  啓之 中日本本部長代理（部長待遇）兼名

古屋支店副支店長 

(名古屋支店副支店長（部長待遇）兼

情報営業部長) 

   

岩田 圭二 名古屋支店ネットワークソリュー

ション部長兼大垣営業所長 

(京都支店長) 
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坂本 寛也 名古屋支店情報営業部長兼本社中

堅ソリューション推進室担当部長 

(名古屋支店情報営業部副部長兼本社

中堅ソリューション推進室担当副部

長) 

   

安田 一郎 西日本本部長補佐（西日本地区ネッ

トワークインテグレーション部門

担当）（部長待遇）兼大阪支店副支

店長兼ネットワークインテグレー

ション部長 

（西日本本部長補佐（西日本地区ネッ

トワークインテグレーション部門担

当）（部長待遇）兼大阪支店副支店長）

   

遠藤 照久 大阪支店総務部長 (大阪支店総務部副部長) 

   

河野 朝夫 大阪支店ネットワークソリューシ

ョン営業部担当部長 

(大阪支店ネットワークソリューショ

ン営業部副部長) 

   

谷内 祥晃 大阪支店情報第二営業部長 (大阪支店情報第二営業部長兼本社中

堅ソリューション推進室担当部長) 

   

定司  理 大阪支店ネットワークインテグレ

ーション部担当部長 

(大阪支店ネットワークインテグレー

ション部長) 

   

小嶋 德久 京都支店長 （九州支店長） 

   

荒木 賢治 九州支店長 （第一流通営業統括部第一営業部長）

   

  以 上 

 


