
 

平成 30 年 6 月 28 日 
 
各   位 
 

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役会長 CEO 濱田 矩男 
 （コード番号 8129 東証第一部） 
問合せ先 取締役 広報･IR 室長  河村 真 
 （ 電 話  03－ 6838－ 2803） 

 
 

当社および連結子会社の組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 
当社は、下記の通り当社および連結子会社の組織変更および人事異動について決定いたしましたので、お

知らせいたします。 
 
 

1．組織変更（平成 30 年 7月 1 日付） 

（1）東邦ホールディングス株式会社 
  ・「システム戦略本部」を新設し、「開発企画本部 システム企画室」の業務を移管する。 
  ・管理本部に「法務部」を新設し、「法務課」を設置する。 
  ・「管理本部 総務部 法務課」の業務を「管理本部 法務部 法務課」に移管する。 
  ・「管理本部 財務経理部 株式担当課」の業務を「管理本部 法務部 法務課」に移管する。 
  ・管理本部 財務経理部の「調剤課」を廃止し、「経理課」に統合する。 
（2）東邦薬品株式会社 
  ・物流本部に「TBC 広島」を新設する。 
（3）株式会社東邦システムサービス 
  ・「オープンシステム部」を「オープンシステム統括部」に改称し、「第一オープンシステム部」「第二 
   オープンシステム部」を設置する。 
 
2．人事異動 
（1）東邦ホールディングス株式会社（平成 30 年 7月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

森久保 光男 専務取締役 専務取締役 兼 開発企画本部長 

中込 次雄 

取締役 開発企画本部長 

兼 ㈱東邦システムサービス 

代表取締役社長 

取締役 

開発企画本部 副本部長（システム担当） 

兼 ㈱東邦システムサービス代表取締役社長 

鈴木 竜太 システム戦略本部長 開発企画本部 システム企画室長 

三浦 康正 システム戦略本部 副本部長 専務付 課長 

小林 孝 
管理本部 副本部長 兼 総務部長 

兼 東邦薬品㈱ 取締役 

管理本部 総務部 副部長 

兼 東邦薬品㈱ 取締役 

小川 力也 
管理本部 副本部長 薬局事業担当 

兼 東邦薬品㈱ 取締役 

管理本部 副本部長 

兼 東邦薬品㈱ 取締役 

兼 営業統轄本部 医薬営業本部 

北海道・東北支社 副支社長 
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多田 眞美 管理本部 副本部長 薬局薬事担当 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 医薬営業本部 

企画推進部 医薬情報チーム 次長 

森田 里恵子 管理本部 総務部 副部長 管理本部 総務部 次長 

吉田 一男 
管理本部 総務部 次長 

（社員サポート課・福利厚生課担当） 

管理本部長付 次長（業務改善特命担当） 

兼 財務経理部 次長 兼 経理課 課長 

仁田 哲彦 管理本部 総務部 次長（特命担当） 

管理本部 総務部 次長 

（社員サポート課・システム・福利厚生課 

担当） 

秋林 一浩 管理本部 法務部長 管理本部 総務部 次長 兼 法務課長 

甲斐 厚司 

管理本部 財務経理部 副部長 

（予算管理課、決算・税務課担当） 

兼 予算管理課長 

管理本部 財務経理部 次長 

兼 予算管理課長 

内藤 実 
管理本部 財務経理部 次長 

（経理課担当） 
管理本部 財務経理部 次長 兼 経理課長 

瀧澤 秀昭 
管理本部 財務経理部 次長 

（経理課担当） 
管理本部 財務経理部 次長 兼 調剤課長 

能代 愛子 広報・IR 室 副室長 兼 広報・IR 課長 広報・IR 室 次長 兼 広報・IR 課長 

日髙 立郎 地域医療連携室 次長 
㈱みらい町内会 取締役部長 

（東邦ホールディングス㈱からの出向） 

 
（2）東邦薬品株式会社（平成 30 年 7 月 1日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

山口 雄三 顧問（茨城営業部駐在） 
東邦ホールディングス㈱ 管理本部 
総務部長 
兼 東邦薬品㈱ 顧問 

馬田 明 
専務取締役 営業統轄本部長 
兼 医薬営業本部長 

専務取締役 営業統轄本部長 
兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長 

桜井 俊春 

取締役 

兼 ㈱東邦システムサービス 

取締役副社長 

東邦ホールディングス㈱ 開発企画本部 

システム企画室 副室長 

兼 東邦薬品㈱ 取締役 

兼 ㈱東邦システムサービス 取締役副社長 

坂本 武志 
物流本部 TBC 広島 センター長 
（九州東邦㈱からの出向受入） 

東邦ホールディングス㈱ 開発企画本部 

物流企画室 課長 

（九州東邦㈱からの出向受入） 

吉澤 博 物流本部 TBC 埼玉 副センター長 物流本部 TBC 埼玉 課長 

 
（3）株式会社東邦システムサービス（平成 30 年 7月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐藤 伸一 
情報システム統括部 
第一情報システム部 次長 

情報システム統括部 
第一情報システム部 次長 
兼 システム 2課長 

依田 博 
情報システム統括部 
第二情報システム部 次長 

情報システム統括部 
第二情報システム部 次長 
兼 システム 1課長 
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田森 隆行 
オープンシステム統括部長 
兼 第一オープンシステム部長 オープンシステム部長 

三木 泰貴 

オープンシステム統括部 
第二オープンシステム部長 
兼 システム 1課長 

オープンシステム部 次長 

矢部 利雄 
オープンシステム統括部 
第一オープンシステム部 次長 オープンシステム部 次長 

佐藤 文俊 

オープンシステム統括部 
第一オープンシステム部 TSS 青森 
部長 

オープンシステム部 TSS 青森 部長 

 
以 上 
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