
 

平成 28 年 12月 26 日 
 
各   位 

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   濱田 矩男 
 （コード番号 8129 東証第一部） 
問合せ先 執行役員 経営企画本部 副本部長 

兼 広報･IR 室長   河村  真 
 （ 電 話  03－ 6838－ 2803） 

 
 

組織変更ならびに人事異動および連結子会社の役員の委嘱事項の変更に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり組織変更ならびに人事異動および連結子会社の役員の委嘱事項の変更について決定

いたしましたので、お知らせいたします。 
 
１． 組織変更 

東邦ホールディングス株式会社（平成 29 年 1月 1日付） 
平成 28 年 12月 8 日に発表した東邦薬品㈱「管理本部」の東邦ホールディングス㈱「管理本部」への業

務移管に伴う組織変更 
・「総務部 総務課」を「総務一課」（代沢）に改称する。 
・「総務部 総務二課」（丸の内オフィス）を新設する。 
・「財務経理部 経理チーム」を「経理課」に改称する。 
・「財務経理部 財務チーム」を「財務課」に移管し、財務チームを廃止する。 
・「業務管理部 売掛チーム」を「売掛課」に改称する。 
・「業務管理部 登録チーム」を「登録課」に改称する。 
・「業務管理部 買掛チーム」を「買掛課」に改称する。 

 
２．人事異動 
（１）東邦ホールディングス株式会社（平成 29 年 1月 1 日付） 
①管理本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小川 力也 管理本部 副本部長  
東邦薬品㈱取締役 管理本部 副本部長 兼 
営業統轄本部 医薬営業本部 
北海道・東北支社 副支社長 

吉田 一男 
管理本部 次長 
（管理本部長付業務改善特命担当） 兼 
財務経理部 次長 兼 経理課 課長 

東邦薬品㈱ 管理本部 次長 
（管理本部長付業務改善特命担当）兼  
経理部 次長 兼 経理チーム サブリーダー 

秋篠 豊 管理本部 次長 東邦薬品㈱ 管理本部 次長 

なお、小川力也氏は、東邦薬品㈱取締役 営業統轄本部 医薬営業本部 北海道・東北支社 副支社長を兼務

いたします。 
 
②管理本部 総務部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小林 孝 管理本部 総務部 副部長 
東邦薬品㈱取締役 管理本部 

総務部 副部長 

仁田 哲彦 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） 

東邦薬品㈱ 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） 

森田 里恵子 管理本部 総務部 次長 東邦薬品㈱ 管理本部 総務部 次長 

なお、小林孝氏は、東邦薬品㈱取締役を兼務いたします。 
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③管理本部 財務経理部 
氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

澤口 昌人 管理本部 財務経理部 次長 兼  

内部統制・J-SOX 推進課 

管理本部 財務部 次長 兼  
内部統制・J-SOX 推進課 

甲斐 厚司 管理本部 財務経理部 次長 兼  
予算管理課長 

管理本部 財務部 次長 兼  
予算管理課長 

前田 一郎 
管理本部 財務経理部 次長 兼 
内部統制・J-SOX 推進課長 兼 
東邦共済会 事務局長 

管理本部 財務部 次長 兼 
内部統制・J-SOX 推進課長 兼 
東邦共済会 事務局長 

岩井 清 管理本部 
財務経理部 次長（関係会社財務担当） 

管理本部 
財務部 次長（関係会社財務担当） 

内藤 実 管理本部 
財務経理部 次長 兼 経理課長 

東邦薬品㈱ 管理本部 
経理部 次長 兼 
経理チーム サブリーダー 

 
④管理本部 業務管理部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

金指 弘幸 管理本部 業務管理部長 東邦薬品㈱ 管理本部 
業務管理部長 

椎谷 太郎 管理本部 業務管理部 副部長 東邦薬品㈱ 管理本部 
業務管理部 副部長 

露木 一男 管理本部 業務管理部 次長 東邦薬品㈱ 管理本部 
業務管理部 次長 

 
⑤管理本部 営業業務部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

田中 仁 管理本部 営業業務部長 
東邦薬品㈱ 管理本部 

営業業務部長 

吉野 久芳 管理本部 営業業務部 次長 
東邦薬品㈱ 管理本部 

営業業務部 次長 

小高 博久 管理本部 営業業務部 担当部長 
東邦薬品㈱ 管理本部 

営業業務部 担当部長 

 
 

（２）東邦薬品株式会社（平成 29 年 1 月 1日付） 
①取締役の委嘱事項の変更 

氏  名 新職 現職 

小川 力也 取締役 営業統轄本部 医薬営業本部 
北海道・東北支社 副支社長 

取締役 管理本部 副本部長 兼 
営業統轄本部 医薬営業本部 
北海道・東北支社 副支社長 

小林 孝 取締役 
取締役 管理本部 

総務部 副部長 

 
以 上 


