
 

 
 
 
 

平成 21 年３月 16 日 
 

各      位 
 

会 社 名  新コスモス電機株式会社  
代表者名  代表取締役社長  重盛 徹志 
（JASDAQ コード番号 6824  ） 
問合せ先 
取締役  管理部門担当  飯森 龍            

（TEL． 06－ 6308 － 3112 ） 
 

組織の変更、執行役員制度の導入ならびに取締役の委嘱業務の変更

に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 21 年３月９日開催の取締役会において、平成 21 年４月 1 日付で組織の変更、執行役

員制度の導入ならびに取締役の委嘱業務の変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．組織の変更 

（１）組織の変更の理由 
従来の事業部制を継続しつつ、部門間の情報共有を促進し、業務の効率性を向上させるた

め組織を変更いたします。 
（２）組織変更の内容 

①技術力の融合・共有化を促進し、研究開発の効率化を図るため技術開発本部を創設し、技

術部門を統合する。それに伴い R&D センター、リビング事業部商品開発部、インダスト

リ事業部技術部を廃止し、技術開発本部内にセンサ開発センター、商品開発センターを設

置する。 
②営業活動の効率化を進めるため、営業部門を再編する。 
・東京支社を改組し、東日本支社を創設する。 
・西日本支社を創設する。それに伴い、中部支社を廃止し、西日本支社内に中部支店を設置

する。 
③センサ事業部、海外事業部、品質推進室、社長室をそれぞれセンサ本部、海外営業本部、

品質管理本部、広報室に改める。 
④管理本部を創設し、その中に総務人事部、経理財務部を置く。 

 
２．執行役員制度の導入の理由 

経営の意思決定機能の強化を図るとともに、執行役員を幅広く選任することにより、業務執行

と経営の強化を図るため、執行役員制度を導入いたします。 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

３．取締役の委嘱業務の変更と執行役員制度導入後の執行役員（平成 21 年４月１日付） 

新役職名 氏  名 旧役職名 

取締役 専務執行役員  
営業部門管掌 兼 中国事業管掌 上所 民生 

専務取締役 
営業部門管掌  
兼 インダストリ事業部長 

取締役 常務執行役員 
東日本支社特命担当 
兼 品質管理本部長  
兼 内部監査室長 

江浦 昭彦 
常務取締役 
品質推進室長 
兼 東京支社長 兼 監査室長 

取締役 
リビング事業部長付顧問 
（6 月開催予定の定時株主総会にて

監査役就任予定） 

井内 輝 常務取締役 
リビング事業部長 兼 品質管理室長 

取締役 上席執行役員 
生産部門管掌 兼 センサ本部長 
兼 情報システム室長 

中村 彰治 
取締役 センサ事業部長  
兼 センサ事業部 品質管理室長 
兼 情報システム室長 

取締役 上席執行役員 
内部統制担当 兼 経営企画室管掌 
兼 広報室管掌 兼 管理本部長 

飯森 龍 取締役 管理部門担当役員 
兼 経営企画室長 

取締役 上席執行役員 
技術開発部門管掌  
兼 リビング事業部長 

松原 義幸 取締役 
リビング事業部 商品開発部長 

取締役 上席執行役員 
海外営業本部長 兼 業務部長 
兼 海外第一営業部長 

久保 行央 取締役 
海外事業部長 兼 第一営業部長 

執行役員 
インダストリ事業部 中国第二部長

引田 弘明 理事 
海外事業部 海外事業開発室長 

執行役員 
西日本支社長 杉原 康夫 

理事 
インダストリ事業部副事業部長 
兼 西日本営業部長 

執行役員 
技術開発本部長 高橋 良典 理事 

インダストリ事業部副事業部長 
執行役員 
インダストリ事業部長  
兼 東日本支社長 

金井 隆生 理事 
インダストリ事業部 東日本営業部長

執行役員 
管理本部 経理財務部長 前條 忠則 理事 

経理財務部長 
執行役員 
技術開発本部 副本部長  
兼 センサ開発センター長 

川口 賢治 
理事 
R&D センター長  
兼 コスモス研究所長 

執行役員 
西日本支社 副支社長 
兼 大阪第一営業部長 

岡本 武司 理事 
リビング事業部 西日本営業部長 

執行役員 
コスモスサービス株式会社  

取締役社長（出向） 
相川 勝之助 

理事 
コスモスサービス株式会社 

 取締役社長（出向） 
執行役員 
経営企画室長 山下 栄二 理事 

インダストリ事業部 事業推進室長 
 
 



 
 
 
 
 
４．主な人事異動（平成 21 年４月１日付） 

新役職名 氏  名 旧役職名 

広報室長代行 山田 芳穂 社長室長代行 

管理本部 総務人事部長 小野 浩一郎 総務人事部長 

品質管理本部 品質推進室長 中川 宏二 品質推進室長代理 

品質管理本部  
リビング品質管理部長代行 西上 佳典 リビング事業部 商品開発部 

開発第二グループリーダー 
品質管理本部  
インダストリ品質管理部長 杉本 裕司 インダストリ事業部  

品質管理室長代理 

技術開発本部 商品開発センター長 竹内 和之 インダストリ事業部 技術部長 

理事 
センサ本部 技術部長 中谷 幹哉 理事 

センサ事業部 技術部長 

センサ本部 製造部長代行 福田 和弘 センサ事業部 製造部 
 固体センサ第一グループリーダー 

リビング事業部 事業推進部長 堀本 伸一 リビング事業部 事業推進室長 

リビング事業部 中国第一部長代行 大橋 行雄 海外事業部 海外事業開発室 担当課長

インダストリ事業部 副事業部長 
兼 営業技術部長 岩見 知明 インダストリ事業部 営業技術部長 

インダストリ事業部 事業推進部長 中山 正樹 R&D センター 新規事業開発部長 

東日本支社副支社長 
兼 東京第一営業部長 前川 正利 リビング事業部 東日本営業部長 

東日本支社 東京第二営業部長 山本 育郎 インダストリ事業部 東日本営業部 
 仙台営業所長 

西日本支社 業務推進部長 栗田 道男 リビング事業部 生産部  
物流グループリーダー 

西日本支社 大阪第二営業部長 藤岡 哲也 インダストリ事業部 西日本営業部 
大阪第一グループリーダー 

西日本支社 中部支店長代行 中畑 壽夫 インダストリ事業部 西日本営業部 
中部グループリーダー 

海外営業本部 海外第二営業部長 斎藤 実 海外事業部 第二営業部長 

中国営業推進部長代行 伊良皆 徳雄 海外事業部 第一営業部長代理 

 
以  上 


