
2022 年 3 月 16 日 

各    位 

会 社 名    藤 井 産 業 株 式 会 社 

代表者名    代 表 取 締 役 社 長  藤 井 昌 一 

 （JASDAQ  コード番号 9906） 

問合せ先    専務取締役社長室長 渡邉 純一 

電 話    028-662-6018 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 当社は、2022 年 3 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動について決議

いたしましたのでお知らせします。 

記 

1.組織変更

2021 年 12 月 17 日公表の「社内カンパニー制導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は長年にわた

り事業部制による経営体制でありましたが、権限の委譲と責任の明確化により、事業特性に応じたフレキシブ

ルな制度等の構築を可能とすることで自律的成長を促し、事業間シナジーの最大化、コスト構造の最適化を

目指すため「社内カンパニー制」を導入することといたしました。また同時に、本部機能である社長室と管理

部門を再編統合し、コーポレートガバナンスやコンプライアンス等の更なる強化など適切なリスクコントロール

を行える体制を整えてまいります。 

なお、新体制による組織図については添付資料をご参照ください。

2.人事異動

組織変更に伴い、下記のような人事異動といたします。

（1）取締役の異動 （2022 年 4 月 1 日付）

新役職名 氏名 現役職名 

専務取締役 

インフラソリューションズカンパニー

カンパニー長

滝田  敦 

専務取締役 

建設システム部門統括 

専務取締役 

マテリアルイノベーションズカンパニー

カンパニー長

関  勝利 

専務取締役 

電設部門統括 

専務取締役 

コーポレート本部

本部長

渡邉 純一 

専務取締役 

社長室長 

常務取締役 

インフラソリューションズカンパニー

副カンパニー長 兼産業システム営業本部長

小林 建一 

常務取締役 

産業システム部長 

常務取締役 

コーポレート本部

副本部長 兼総務部長 兼労務人事部長

兼リスクマネジメント部長 兼太陽光発電事業部長

大久保知宏 

常務取締役 

管理部門統括 兼総務部長 兼労務人事

部長 兼リスクマネジメント部長 



 

 
 

取締役 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部長 

篠﨑  清 

取締役 

設備システム部長 兼業務管理部長 

取締役 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

施工管理本部長 兼情報ソリューション工事部長 

鬼橋 俊行 

取締役 

情報ソリューション部長 兼工事部長 

取締役 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部長 

小泉 正弘 

取締役 

建設資材部長 

 （2）執行役員の異動 （2022 年 4 月 1 日付） 

新役職名 氏名 現役職名 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設本社営業部長 

大橋 利之 

執行役員 

電設部門 本社営業部長 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設第二営業部長 

兼小山支店長 

宇賀神 聡 

執行役員 

電設部門 第二営業部長 

兼小山支店長 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設第五営業部長 

兼つくば支店長 兼千葉支店長 

坂入 芳隆 

執行役員 

電設部門 第五営業部長 

兼つくば支店長 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

物流調達本部長  

兼物流部長 兼資材調達部長 

大貫 雅利 

執行役員 

電設部門 仕入企画部長 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

業務管理本部長 

澁川 康之 

執行役員 

電設部門 統括付 

執行役員 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

事業開発部長 兼東京支店長 
大澤 充男 

執行役員 

電設部門 エリア開発部長 

兼社長室 事業開発部長 

兼東京支店長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

産業システム営業本部 機器制御第一営業部長 

兼営業開発部長 

増渕  誠 

執行役員 

産業システム部 機器制御第一営業部長 

兼技術部長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

産業システム営業本部 機器制御第三営業部長 

兼高崎支店長 兼太田支店長 

林  唯量 

執行役員 

産業システム部 機器制御第三営業部長 

兼高崎支店長 兼太田支店長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 副本部長 

植木 一元 

執行役員 

建設システム部門 建設営業部長 

兼東北 PM 担当 兼東北支店長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 設備営業部長 

森戸 新一 

執行役員 

設備システム部 営業部長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 名古屋建設営業部長 

兼名古屋支店長 

根木 鉄二 

執行役員 

建設システム部門 名古屋建設営業部長 

兼名古屋支店長 

  



 

 
 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

エンジニアリング本部長 

大塚  貢 

執行役員 

建設システム部門 統括部長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

企画室長 兼業務管理本部長 

兼産業システム業務管理部長 

大村  亨 

執行役員 

産業システム部 産業システム企画管理部長 

兼営業開発部長 

執行役員 

インフラソリューションズカンパニー 

企画室 事業開発部長 

大矢 俊樹 

執行役員 

建設システム部門 設計部長 

兼新事業開発部長 

執行役員 

コーポレート本部 

財務部長 

谷澤  茂 

執行役員 

管理部門 財務部長 

執行役員 

コーポレート本部 

経営企画部長 

杉浦 啓一 

執行役員 

社長室 経営企画部長 

 

（3）部長の異動 （2022 年 4 月 1 日付） 

新役職名 氏名 現役職名 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設第一営業部長 
佐藤  徹 電設部門 第一営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設第三営業部長 兼前橋支店長 
小林 利行 電設部門 第三営業部長 兼前橋支店長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設第四営業部長  

兼水戸支店長 兼日立支店長 

大圖 善則 
電設部門 第四営業部長  

兼水戸支店長 兼日立支店長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設埼玉第一営業部長 

兼さいたま支店長 

菱沼 良和 
電設部門 埼玉営業部長  

兼さいたま支店長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設埼玉第二営業部長 
※見目  悟 

電設部門 第一営業部 次長 

兼宇都宮中営業所長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 電設東京営業部長 
益子 徳夫 電設部門 東京営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 建設資材第一営業部長 
亀和田 豊 建設資材部 第一営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 建設資材第二営業部長 
山本  尚 建設資材部 第二営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 情報インフラ営業部長 
細澤  仁 情報ソリューション部 情報インフラ営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

営業本部 情報通信営業部長 
関川  覚 情報ソリューション部 情報通信営業部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

施工管理本部 建設資材工事部長 
田代 英生 建設資材部 工事部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

施工管理本部 電設工事部長 
稲見 幸晴 電設部門 エネルギーシステム部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

業務管理本部 総合管理部長 
※床井 正典 電設部門 管理部 次長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

業務管理本部 総合業務部長 
小林 稔明 建設資材部 業務管理部長 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

業務管理本部 安全管理部長 
竹内  勉 情報ソリューション部 業務管理部長 



 

 
 

マテリアルイノベーションズカンパニー 

企画室長 
早乙女征克 電設部門 営業企画部長 

インフラソリューションズカンパニー 

産業システム営業本部 機器制御第二営業部長 
飯島 正浩 産業システム部 機器制御第二営業部長 

インフラソリューションズカンパニー 

産業システム営業本部 機器制御第四営業部長 
佐藤  浄 産業システム部 機器制御第四営業部長 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 建設営業部長 
※小平 一房 

建設システム部門 建設営業部 次長 

兼東京建設課長 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 東北建設営業部長 

兼東北支店長 

伊藤 順一 建設システム部門 東北建設営業部長 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 環境エネルギー営業部長 
田中  久 建設システム部門 環境エネルギー営業部長 

インフラソリューションズカンパニー 

建設システム営業本部 保安管理部長 
寺﨑  明 建設システム部門 保安管理部長 

インフラソリューションズカンパニー 

エンジニアリング本部 建設工事部長 
※川上 博英 

建設システム部門 工事部 次長 

兼工事二課長 

インフラソリューションズカンパニー 

エンジニアリング本部 設計積算部長 
花岡  治 建設システム部門 工事部長 

インフラソリューションズカンパニー 

エンジニアリング本部 設備工事部長 
荒井 浩一 設備システム部 工事部長 

インフラソリューションズカンパニー 

業務管理本部 建設システム業務管理部長 

兼安全管理部長 

小平 忠士 建設システム部門 業務管理部長 

コーポレート本部 

安全管理部長 
大和 民明 管理部門 安全管理部長 

コーポレート本部 

システム管理部長 
大山 雄次 社長室 システム管理部長 

コーポレート本部 

エナジーパワーソリューション部長 
青木 文夫 社長室 エナジーパワーソリューション部長 

監査部長 永井  功 監査室長 

※印は昇進者 
 
 

以  上 



【組織図】2022年4月1日付

監査部

営業本部 産業システム営業本部 総務部

電設本社営業部 機器制御第一営業部 労務人事部

電設第一営業部 機器制御第二営業部 リスクマネジメント部

電設第二営業部 機器制御第三営業部 安全管理部

電設第三営業部 機器制御第四営業部 財務部

電設第四営業部 営業開発部 経営企画部

電設第五営業部 システム管理部

電設埼玉第一営業部 建設システム営業本部 太陽光発電事業部

電設埼玉第二営業部 建設営業部 エナジーパワーソリューション部

電設東京営業部 設備営業部

建設資材第一営業部 東北建設営業部

建設資材第二営業部 名古屋建設営業部

情報インフラ営業部 環境エネルギー営業部

情報通信営業部 保安管理部

施工管理本部 エンジニアリング本部

建設資材工事部 建設工事部

情報ソリューション工事部 設計積算部

電設工事部 設備工事部

物流調達本部 業務管理本部

物流部 産業システム業務管理部

資材調達部 建設システム業務管理部

安全管理部

業務管理本部

総合管理部 企画室

総合業務部 事業開発部

安全管理部

事業開発部

企画室

マテリアルイノベーションズカンパニー インフラソリューションズカンパニー コーポレート本部

社長

取締役会 監査等委員会


