
各　　　位

　当社は、平成25年4月1日付組織変更および人事異動を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

１．主な組織変更（平成25年4月1日付）

（１）法務・コンプライアンス室、業務本部貿易管理室を統合し、法務部とする。
（２）業務本部を廃止する。
（３）営業統轄本部
　　　①営業推進本部
　　　　・業務本部物流管理室を営業管理部に統合する。
　　　　・ソリューション企画部を新設する。
　　　　・海外事業推進室を廃止する。
　　　②インサイドセールス本部を廃止する。
　　　③デバイス営業第１本部
　　　　・営業第１部、営業第２部を統合し、営業第１部とする。
　　　　・営業第３部、営業第４部、営業第５部、営業第６部を再編し、営業第２部、営業第３部、営業第４部、
　　　　　営業第５部、営業第６部とする。
　　　④デバイス営業第２本部
　　　　・営業第１部、営業第２部、営業第３部を再編し、営業第１部、営業第２部とする。
　　　⑤デバイス営業第３本部
　　　　・営業第３部を、営業第３部、営業第４部に分割する。
　　　⑥デマンドクリエーション第１本部、デマンドクリエーション第２本部
　　　　・デバイスマーケティング本部を、デマンドクリエーション第１本部、デマンドクリエーション第２本部に
　　　　　分割する。
　　　　・マーケティング第１部、マーケティング第２部、マーケティング第３部を再編し、
　　　　　デマンドクリエーション第１本部ＤＣ第１部、ＤＣ第２部とする。
　　　　・マーケティング第４部を、デマンドクリエーション第２本部ＤＣ第1部、ＤＣ第２部に分割する。

２．人事異動（平成25年4月1日付）

　（１）役 員 人 事（担当業務および委嘱）

氏名
異動後

＜新役職名および新担当＞
異動前

＜現役職名および現担当＞

稲 村 明 彦
代表取締役社長
監査室、法務部、内部統制 および
安全保障輸出管理 担当

代表取締役社長
監査室、法務・コンプライアンス室 および
内部統制 担当

水 野 象 司
代表取締役副社長
総務本部 および 関係会社営業 担当

代表取締役副社長
業務改革推進室、総務本部 および
関係会社営業 担当

岩 元 一 明

代表取締役専務取締役
業務改革推進室、管理本部、ＩＣＴ統轄本部
および 関係会社管理 担当 兼
管理本部長 委嘱

代表取締役専務取締役
管理本部、業務本部、ＩＣＴ統轄本部、
安全保障輸出管理 および 関係会社管理 担当 兼
管理本部長 委嘱

　※変更箇所を下線で表示しております。

組織変更および人事異動について

記

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 稲村 明彦

（コード番号 7537 東証第一部）
問 合 せ 先 経営企画部長 蟹澤 輝彦

（TEL 03-3639-3010）

平成25年 2月13日



　（２）執 行 役 員 人 事

氏名
異動後

＜新役職名＞
異動前

＜現役職名＞

小松 康夫
執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部長

人事部付（丸文ｾﾐｺﾝ株式会社 出向）

越野 智明
執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部
東日本担当本部長

執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部長

堀 正夫
執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部長
（関西支社長 兼務）

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第２本部長

細川 尚男
執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第１本部長

執行役員
営業統轄本部 西日本地区ﾃﾞﾊﾞｲｽ担当
（関西支社長 兼務）

小野澤 隆
執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第２本部長

執行役員
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長

　（３）一般人事（ライン部長以上の人事異動）

氏名
異動後

＜新役職名＞
異動前

＜現役職名＞

山口 晃義 法務部長 業務本部長

蟹澤 輝彦 総務本部 総務部長 管理本部 経営企画部長

渋谷 敏弘 管理本部 経営企画部長 管理本部 経営企画部 ﾗｲﾝｽﾀｯﾌ部長

飯 野 亨 営業統轄本部 ｼｽﾃﾑ営業本部長 営業統轄本部 ｼｽﾃﾑ営業本部 営業第３部長

山 岡 裕 営業統轄本部 ｼｽﾃﾑ営業本部 営業第３部長 人事部付（株式会社ﾌｫｰｻｲﾄﾃｸﾉ　出向）

柏原 秀世
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部
西日本担当本部長

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部長 兼
ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部 西日本地区担当本部長

古俣 哲也 営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部 営業技術部長 人事部付（Marubun/Arrow(M)Sdn Bhd　出向）

今井 逸夫 営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第１本部 営業第１部長
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第1本部 営業第1部長
兼 営業第2部長

府川 賢一 営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第２本部長
営業統轄本部 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ本部長 兼
ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ本部 東日本ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ部長

亀谷 佳希
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第２本部 営業第２部長
（大宮支店長 兼務）

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第２本部 営業第３部長
（立川支店長 兼務）

鎌田 壮実 営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第２部長
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第２部
ﾗｲﾝｽﾀｯﾌ部長

村 瀬 敦
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第３部長
（中部支社長 兼務）

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第３部長
兼 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ本部 中部ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ部長
（中部支社長 兼務）

林 公 久
営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第４部長
（北陸営業所長 兼務）

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業第３本部 営業第２部長
兼 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ本部 関西ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ部長

菊地 正裕
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第１本部
ＤＣ第１部長

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ第１部長

佐藤 信哉
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第１本部
ＤＣ第２部長

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ第２部長

中 原 一
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第２本部
ＤＣ第１部長

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ第４部長

青 柳 徹
営業統轄本部 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ第２本部
ＤＣ第２部長

営業統轄本部 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ第３部長

以 上


