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平成２５年３月１５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２５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. ネットワーク本部・情報営業本部・ニュービジネス本部・システム本部を廃止し、情報ネット

ワークソリューションサービス企業として企画（マーケティング）、販売（ソリューション）、

技術・サービス（テクノロジー）の機能別組織とする。 

(1) マーケティング本部 

・マーケティング本部にリード開発センター、販売推進統括部、新規事業統括部を置く。 

① 販売推進統括部配下に、サービスビジネス企画部、サービスビジネス推進部、営業推進部

を置く。 

② 新規事業統括部配下に、事業推進部、技術部を置く。 

(2) 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に産業営業統括部、第一流通営業統括部、第二流通営業統括部、

金融営業統括部、社会システム営業統括部、首都圏営業統括部、公共インフラ営業統括部、

社会基盤ソリューション部、コンタクトセンターソリューション部、東日本営業部、インサ

イドセールス部、アカウント推進室、中堅ソリューション推進室を置く。 

① 産業営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部、第三営業部を置く。 

② 第一流通営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部を置く。 

③ 第二流通営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部を置く。 

④ 金融営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部を置く。 

⑤ 社会システム営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部、福祉ビジネス推進室を置く。 

⑥ 首都圏営業統括部配下に、営業部、生鮮ビジネス推進室を置く。 

問合せ先 
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⑦ 公共インフラ営業統括部配下に、第一営業部、第二営業部を置く。 

⑧ 東日本営業部配下に、千葉営業所、北関東営業所（現大宮営業所）、東北営業所、水戸営

業所、筑波営業所、甲府営業所を置く。 

(3) テクノロジーソリューション本部 

・テクノロジーソリューション本部に第一システム統括部、第二システム統括部、ＩＴ基盤シ

ステム統括部、コンストラクション＆メンテナンス統括部、システムコンサルティング室、

プロジェクト支援室、システム企画室を置く。 

① 第一システム統括部配下に、第一システム部、第二システム部、第三システム部を置く。 

② 第二システム統括部配下に、第一システム部、第二システム部を置く。 

③ ＩＴ基盤システム統括部配下に、第一システム部、第二システム部、ネットワークインテ

グレーション部を置く。 

④ コンストラクション＆メンテナンス統括部配下に、システムコンストラクション部、シス

テムメンテナンス部、業務支援部、運用アウトソーシング部を置く。 

2. 機器デバイス本部 

・第三統括部の名称を業務統括部に改称する。第三統括部研究開発室を廃止する。 

(1) 第一統括部 

① 電源ユニット部の名称をパワエレソリューション部に改称する。 

② 大阪北支店電子デバイス部の名称を大阪北支店に改称する。 

③ 第三統括部の第一開発部と第二開発部を統合し名称を開発部に改称し、移管受けする。 

④ ソリューション技術部を新設する。 

(2) 第二統括部 

① 大阪北支店情報機器部の名称を大阪情報機器部に改称する。 

② 名古屋東支店情報機器課を名古屋情報機器部に改称する。 

③ 第三統括部のソリューションビジネス部を移管受けする。 

(3) 業務統括部 

① 資材管理部を管理購買部と物流管理部に分割改称する。 
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2. 人事異動 

(1) 役員担務変更 

氏  名 新 旧 

江森 勲 取締役・執行役員常務・ビジネス

ソリューション本部長兼東日本

本部長を委嘱 

(取締役・執行役員常務・情報営業

本部長兼東日本本部長) 

   

竹内 喜夫 取締役・執行役員常務・機器デバ

イス本部担当を委嘱 

(取締役・執行役員常務・ネットワ

ーク本部担当兼機器デバイス本部

担当) 

   

戸澤 正人 取締役・執行役員常務・マーケテ

ィング本部長を委嘱 

(取締役・執行役員常務・ニュービ

ジネス本部長) 

   

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兼

第二システム統括部長を委嘱 

(取締役・執行役員・システム本部

長兼システム統括部長) 

   

志村 一弘 取締役・執行役員・テクノロジー

ソリューション本部長を委嘱 

(取締役・執行役員・ネットワーク

本部長) 

   

 

(2) 執行役員担務変更 

鈴木 健司 執行役員・ビジネスソリューショ

ン本部副本部長を委嘱 

(執行役員・ネットワークインテグレ

ーション統括部長) 

   

吉田 克之 執行役員・ビジネスソリューショ

ン本部副本部長を委嘱 

(執行役員・情報営業本部長代理兼第

二流通営業統括部長) 

   

平井 俊弘 執行役員・マーケティング本部副

本部長兼経営企画室長兼新規事

業統括部長を委嘱 

(執行役員・経営企画室長) 
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(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

支店長兼総務部長を委嘱 

(理事・大阪支店副支店長兼総務部長) 

   

末永 達郎 理事・金融営業統括部長兼第二営

業部長を委嘱 

(理事・第一ネットワークソリューシ

ョン営業統括部長兼運用アウトソー

シング部長) 

   

村上 卓也 理事・公共インフラ営業統括部長

兼東日本営業部長を委嘱 

(理事・第二ネットワークソリューシ

ョン営業統括部長兼東日本営業部長) 

   

腰高 明 理事・ＩＴ基盤システム統括部長

を委嘱 

(理事・システム本部長代理) 

   

遠山 恵三 理事・第一統括部長代理（販売推

進担当）を委嘱 

(理事・第三統括部長兼ソリューショ

ンビジネス部長) 

   

松本 利弘 理事・第二統括部長兼新規ビジネ

ス開発室長を委嘱 

(理事・第二統括部長兼新規ビジネス

開発室長兼ニュービジネス本部担当

部長) 

 

(4) 理事就任 

松下 幸治 理事・産業営業統括部長兼アカウ

ント推進室長を委嘱 

(製造営業統括部長（部長待遇）兼

アカウント推進室長) 

   

磯部 浩 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

進室担当部長を委嘱 

(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) 

 

(5) 役職発令及び異動 

北村 克幸 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 

（経営企画室担当部長） 

   

越川 正人 経営企画室担当部長兼新規事業

統括部事業推進部長 

(経営企画室担当部長兼ニュービジ

ネス本部事業企画部長) 
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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 

（情報営業本部長付担当部長） 

   

浦沢 清明 販売推進統括部サービスビジネ

ス企画部担当部長 

（システム統括部サポート＆サー

ビス部長） 

   

永倉 賢 販売推進統括部サービスビジネ

ス企画部担当部長 

(クラウドコンピューティング推進

室担当副部長) 

   

藤田 栄治 販売推進統括部営業推進部長 (ネットワーク本部長付担当部長) 

   

椿 浩 新規事業統括部事業推進部担当

部長 

(ネットワーク本部長付担当部長) 

   

佐藤 徹至 産業営業統括部長代理 （製造営業統括部長代理兼第一営

業部長） 

   

川橋 啓史 産業営業統括部第一営業部長兼

アカウント推進室担当部長 

（製造営業統括部第一営業部副部

長兼アカウント推進室担当副部長） 

   

福井 徹 産業営業統括部第二営業部長 （製造営業統括部第二営業部長） 

   

酒井 康彦 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 

(第一ネットワークソリューション

営業統括部第一営業部長) 

   

杉本 宏 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 

（第一流通営業統括部担当部長兼

アカウント推進室担当部長） 

   

鈴木 和浩 第二流通営業統括部長兼インサ

イドセールス部長 

（第二流通営業統括部第二営業部

担当部長兼営業推進部長） 

   

春名 夏樹 金融営業統括部第一営業部長 (第一ネットワークソリューション

営業統括部第二営業部長) 

   

浅見 哲也 社会システム営業統括部長兼第

一営業部長 

（社会システム営業統括部長兼ヘ

ルスケア営業部長） 
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森田 利治 社会システム営業統括部第二営

業部長 

（社会システム営業統括部社会環

境営業部長） 

   

小畑 英介 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 

（大阪支店担当部長） 

   

依田 正之 首都圏営業統括部長兼営業部長

兼中堅ソリューション推進室長 

（首都圏ソリューション営業統括

部長兼営業部長兼中堅ソリューシ

ョン推進室長） 

   

高山 和之 首都圏営業統括部営業部担当部

長兼生鮮ビジネス推進室長 

（首都圏ソリューション営業統括

部営業部担当副部長） 

   

高田 竜司 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 

(第二ネットワークソリューション

営業統括部第二営業部副部長) 

   

糸矢 敬 公共インフラ営業統括部第二営

業部長 

(第二ネットワークソリューション

営業統括部第二営業部長) 

   

津賀 秀啓 社会基盤ソリューション部長 (第一ネットワークソリューション

営業統括部第三営業部長兼ニュー

ビジネス本部営業部長) 

   

清川 全良 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 

(ネットワークインテグレーション

統括部長代理兼第三ネットワーク

インテグレーション部長) 

   

長井 孝一 コンタクトセンターソリューシ

ョン部担当部長 

(第二ネットワークソリューション

営業統括部第一営業部長) 

   

中田 茂男 東日本営業部北関東営業所長兼

甲府営業所長 

（東日本営業部大宮営業所長兼甲

府営業所長) 

   

飯野 正雄 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 

（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） 
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松岡 純一 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 

（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） 

   

星野 玲二 第一システム統括部第三システ

ム部長 

（システム統括部第三システム部

担当部長） 

   

三上 秀人 第二システム統括部担当部長 （システム統括部担当部長） 

   

恩藤 靖 第二システム統括部第一システ

ム部長兼中堅ソリューション推

進室担当部長 

（システム統括部第四システム部

副部長） 

   

村田 武人 第二システム統括部第一システ

ム部担当部長 

（システム統括部第四システム部

長兼中堅ソリューション推進室担

当部長） 

   

大柳 行弘 第二システム統括部第一システ

ム部担当部長兼首都圏営業統括

部生鮮ビジネス推進室担当部長 

（システム統括部第三システム部

担当部長） 

   

武井 貴志 第二システム統括部第二システ

ム部長 

（システム統括部第五システム部

長） 

   

鳥屋 隆 ＩＴ基盤システム統括部長代理 （システム統括部長代理） 

   

朝生 正己 ＩＴ基盤システム統括部第一シ

ステム部長 

（システム統括部ウェブアプリケ

ーション部長） 

   

西村 健一 ＩＴ基盤システム統括部第一シ

ステム部担当部長兼新規事業統

括部技術部長 

（システム統括部ウェブアプリケ

ーション部担当部長兼ニュービジ

ネス本部技術部長） 

   

村上 英之 ＩＴ基盤システム統括部第二シ

ステム部長 

（システム統括部サポート＆サー

ビス部副部長） 

   

冨江 隆 ＩＴ基盤システム統括部ネット

ワークインテグレーション部長 

（ネットワークインテグレーショ

ン統括部第二ネットワークインテ

グレーション部長） 
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中島 潤 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 

(ネットワークインテグレーション

統括部第一ネットワークインテグ

レーション部長) 

   

白石 栄 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 

(ネットワークインテグレーション

統括部長代理兼業務支援部長) 

   

武田 耕司郎 コンストラクション＆メンテナ

ンス統括部システムメンテナン

ス部長 

（ネットワークインテグレーショ

ン統括部第一ネットワークインテ

グレーション部副部長） 

   

杉谷 貴義 新規ビジネス開発室担当部長 （新規ビジネス開発室担当部長兼

ニュービジネス本部営業部担当部

長） 

   

森本 雅彦 新規ビジネス開発室担当部長 （新規ビジネス開発室担当課長兼

ニュービジネス本部営業部担当課

長） 

   

石井 太郎 第一統括部電子デバイス部長 （第一統括部電子デバイス部電子

デバイス二課長） 

   

永島 宏紀 第一統括部アルプス販売部長 （第一統括部アルプス販売部長兼

電源ユニット部長） 

   

前島 宣秀 第一統括部パワエレソリューシ

ョン部長 

（第一統括部担当部長） 

   

野口 弘記 第一統括部大阪北支店長 （第一統括部京都東支店長） 

   

覚野 慶一 第一統括部大阪北支店担当部長 （第一統括部大阪北支店電子デバ

イス部電子デバイス二課長） 

   

鈴木 公雄 第一統括部名古屋東支店長 （第一統括部名古屋東支店長兼第

二統括部名古屋東支店長） 

   

池田 博 第一統括部京都東支店長 （出向・都築電産貿易（上海）有限

公司（部長待遇）） 
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大桃 幸治 第一統括部開発部長兼ソリュー

ション技術部長 

（第三統括部第二開発部長） 

   

福地 啓浩 第一統括部九州南支店長 出向・都築電産香港有限公司（課長

待遇） 

   

北垣 洋一 第二統括部長代理（電子機器担

当）兼第一機器部長 

（第二統括部長代理（機器担当）兼

第一機器部長） 

   

菊池 康志 第二統括部第二機器部長 （第一統括部九州南支店長） 

   

稲木 隆志 第二統括部大阪情報機器部長 （第二統括部大阪北支店情報機器

部長） 

   

野木 務 第二統括部名古屋情報機器部長 （第二統括部第二機器部長） 

   

中田 竜一 第二統括部ソリューションビジ

ネス部長 

（第一統括部担当部長（海外支援担

当）兼第三統括部第一開発部長兼ニ

ュービジネス本部技術部担当部長） 

   

山田 三千郎 第二統括部ソリューションビジ

ネス部担当部長 

（第三統括部ソリューションビジ

ネス部担当部長） 

   

落合 達則 業務統括部長兼管理購買部長 （第三統括部長代理（資材管理担

当）兼資材管理部長） 

   

岩永 康久 業務統括部担当部長 （機器デバイス本部長付担当課長） 

   

酒井 哲也 業務統括部営業管理部長 （営業管理部長） 

   

後藤 育男 業務統括部物流管理部長 （第三統括部資材管理部物流一課

長） 

   

中村 仁一 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 

（東日本本部長補佐（北海道地区担

当）兼北海道支店長） 
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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）兼大阪支店副支店長 

（大阪支店副支店長） 

   

八谷 洋之 高松支店長兼高知営業所長兼松

山営業所長兼徳島営業所長 

（西日本本部長補佐（四国地区担

当）兼高松支店長兼高知営業所長兼

松山営業所長兼徳島営業所長） 

   

小嶋 德久 九州支店長 （西日本本部長補佐（九州地区担

当）兼九州支店長） 

   

以 上 

 


