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平成 23年 11月 8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 執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 

兼 経営企画室長   加藤 勝哉 
 （ 電話  03－ 5259－ 9520） 

 

 

連結子会社の組織変更、役員の異動および人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年 1 月 1 日付の東邦薬品株式会社（当社完全子会社・本社: 東京都世田谷区・社長: 河野博

行）と株式会社ショウエー（当社完全子会社・本社: 青森県青森市・社長: 中里六千夫）との企業統合に伴い、

連結子会社の組織変更、役員の異動および人事異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたし

ます。 

一部、平成 23 年 9 月 9 日発表の「当社完全子会社である東邦薬品株式会社と株式会社ショウエーの経営統合

に関するお知らせ」の「ご参考」で掲載しました内容を再掲しております。 
 

記 
 
１． 組織変更（平成 24年 1月 1日付） 

（1）東邦薬品株式会社 営業本部 

① 「東北事業部」を設置する。 

② 東北担当部長直轄の「東北病院担当」を廃止する。 

③ 青森営業部 

  ・「八戸事業所」を設置する。 

  ・八戸事業所に「八戸営業所」を設置する。 

・「十和田営業所」を設置する。 

④ 岩手営業部 

・「県北営業所」（八戸事業所内）、「紫波営業所」、「一関営業所」、「釜石営業所」を設置する。 

・「水沢営業所」を「奥州営業所」に改称する。 

⑤ 山形営業部 

・「山形事業所」を廃止する。 

・「山形第一営業所」と「山形第二営業所」を統合し「山形営業所」を設置する。 

⑥ 福島営業部 

・「郡山事業所」、「いわき事業所」を廃止する。 

・「郡山第一営業所」と「郡山第二営業所」を統合し「郡山営業所」を設置する。 

・「いわき第一営業所」と「いわき第二営業所」を統合し「いわき営業所」を設置する。 

 

（2）東邦薬品株式会社 検査薬・メディカル事業部 

  ① 「検査薬岩手」を設置する。 

 

（3）株式会社東邦システムサービス 

  ① 「ＴＳＳ青森」を設置する。 
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２． 東邦薬品株式会社の役員の異動（平成 24年 1月 1日付）※平成 23年 9月 9日発表の再掲 

（1）取締役の昇任 

氏  名 新 職 現 職 

中里 六千夫 専務取締役 東北担当 取締役 

 

（2）取締役の委嘱事項の変更 

氏  名 新 職 現 職 

大久保 正実 常務取締役 東北事業部長 常務取締役 営業本部副本部長 

 

（3）新任取締役 

氏  名 新 職 

蝦名 哲夫 取締役 管理本部副本部長 東北担当 

原 悠吉郎 取締役 

 

（4）執行役員の委嘱事項の変更 

氏  名 新 職 現 職 

星野 文夫 執行役員 営業本部副本部長 執行役員 営業本部 東北担当部長 

 

３． 人事異動（平成 24年 1月 1日付） 

（1）東邦薬品株式会社 

① 営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐々木 隆 東北事業副部長 東北担当副部長 

入江 一 
東北事業部 

事業部長付病院担当部長 
東北担当部長付 部長 東北病院担当 

國分 公正 
東北事業部 

管理担当部長 
東北担当部長付 管理担当部長 

佐々木 孝 
東北事業部 

青森営業部長 

㈱ショウエー 執行役員 

営業本部長 

中井 勝彦 
東北事業部 青森営業部 

医専部長 青森営業部長 兼 医専部長 

穀田 宏文 
東北事業部 青森営業部 

青森営業所長 

㈱ショウエー 

一関営業所 営業所長 

須藤 聖哉 
東北事業部 青森営業部 

青森営業所 副所長 
青森営業部 

青森営業所長 

外崎 利治 
東北事業部 青森営業部 

弘前営業所長 
㈱ショウエー 

弘前営業所 営業所長 

桜田 恭司 
東北事業部 青森営業部 

五所川原営業所長 
㈱ショウエー 

五所川原営業所 営業所長 

伊藤 幸恵 
東北事業部 青森営業部 

五所川原営業所 副所長 
青森営業部 

五所川原営業所長 

大向 裕之 
東北事業部 青森営業部 

十和田営業所長 

㈱ショウエー 

青森営業所 営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

嘉瀬 渉 
東北事業部 青森営業部 

むつ営業所長 
㈱ショウエー 

十和田営業所 営業所長 

畑中 伸一 
東北事業部 青森営業部 
むつ営業所 副所長 

青森営業部 

むつ営業所長 

吉野 光俊 
東北事業部 秋田営業部 

病院部長 
山形営業部 

病院部長 

舘 清敏 
東北事業部 

岩手営業部長 

㈱ショウエー 

営業本部副本部長（青森県担当） 

兼 八戸営業所 営業所長 

小野寺 明 
東北事業部 岩手営業部 

病院部長 
㈱ショウエー 

営業本部 岩手営業部 次長 

西山 信夫 
東北事業部 岩手営業部 

県北営業所長 

㈱ショウエー 

県北営業所 営業所長 

高橋 峰雄 
東北事業部 岩手営業部 

盛岡営業所長 

㈱ショウエー 

盛岡営業所 営業所長 

山本 佳文 
東北事業部 岩手営業部 

紫波営業所長 
岩手営業部 

盛岡営業所長 

千田 祐行 
東北事業部 岩手営業所 

奥州営業所長 

㈱ショウエー 

奥州営業所 営業所長 

千田 幸彦 
東北事業部 岩手営業部 

一関営業所長 

岩手営業部 

水沢営業所長 

荒木 光春 
東北事業部 岩手営業部 

釜石営業所長 
㈱ショウエー 

釜石営業所 営業所長 

五島 利一 
東北事業部 宮城営業部 

医専部長 

企画推進部 

東北 担当部長（東北事務所駐在） 

三浦 紀浩 
東北事業部 宮城営業部 

仙台第一営業所長 
宮城営業部 

仙台第一営業所 営業第３課 課長 

佐藤 千春 
東北事業部 宮城営業部 

気仙沼営業所長 

宮城営業部 

気仙沼営業所 課長 

田口 栄 
東北事業部 宮城営業部 

古川営業所 副所長 

宮城営業部 

気仙沼営業所長 

柳沼 茂男 
東北事業部 山形営業部 
病院部長 

福島営業部 

病院部長 

齋藤 光男 
東北事業部 山形営業部 

山形営業所長 
山形営業部 

山形第一営業所長 兼 山形第二営業所長 

五十嵐 正行 
東北事業部 山形営業部 

山形営業所 副所長 
山形営業部 

山形第一営業所 副所長 

物江 伸 
東北事業部 

福島営業部長 福島営業副部長 

中山 幸司 
東北事業部 福島営業部 

医専副部長 
㈱ショウエー 執行役員 

営業副本部長 兼 岩手ブロック長 

小豆畑 信之 
東北事業部 福島営業部 

病院部長 
福島営業部 

いわき第二営業所長 

佐久間 勇 
東北事業部 福島営業部 

病院副部長 東北担当部長付 病院担当部長 

渡邊 利明 
東北事業部 福島営業部 

郡山営業所長 
福島営業部 

郡山第一営業所長 

田村 一 
東北事業部 福島営業部 

白河営業所 副所長 
福島営業部 

郡山第二営業所 副所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐藤 克己 
東北事業部 福島営業部 

いわき営業所長 
福島営業部 

いわき第一営業所長 

鈴木 寿郎 
埼玉営業部 

病院第一部 副部長 

宮城営業部 

医専部長 

貝羽 登 
企画推進部 

東北事業部担当部長（東北事業部駐在） 
福島営業部長 

穐元 知則 

企画推進部 

東北事業部担当 部長代理 
（東北事業部駐在） 

㈱ショウエー 執行役員 

営業本部 営業企画部 部長 

会田 英人 
企画推進部 

東北事業部担当 次長（東北事業部駐在） 岩手営業部長 兼 病院部長 

三和 勉 開業支援部 次長（青森営業部駐在） ㈱ショウエー 

医療開発システム部 次長 

小野寺 弘 開業支援部 次長（岩手営業部駐在） ㈱ショウエー 

医療開発システム部 次長 

 

② 物流本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

高橋 良蔵 
ＴＢＣ本宮 センター長 

兼 南東北担当部長（山形、宮城、福島） 
ＴＢＣ本宮 センター長 

山口 和麿 
北東北担当部長（岩手、秋田、青森） 

（青森営業部駐在） 

㈱ショウエー 執行役員 

物流管理部部長 

 

③ カスタマーサポート本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

彦坂 恵一 
システム推進部 東北事業部担当部長 

（東北事業部駐在） 東北担当部長付 担当部長 東北病院担当 

 

（2）株式会社東邦システムサービス 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐藤 文俊 ＴＳＳ青森 部長 
㈱ショウエー 

電算部 部長 

 

以 上 



5 

＜ご参考＞ 
東邦薬品株式会社 東北事業部 営業所等一覧（平成24年 1月 1日） 
 
東北事業部  〒980-0801 仙台市青葉区木町通 1-3-7 
 
青森営業部 

営 業 所 名 住  所 備  考 
青森営業部 
青森営業所 

〒030-0847 
青森市東大野二丁目 11-5 (旧)ショウエー青森営業所 

弘前営業所 〒036-8104 
弘前市扇町一丁目 1-11 (旧)ショウエー弘前営業所 

八戸営業所 〒039-1121 
八戸市卸センター1-11-15  

十和田営業所 〒034-0021 
十和田市東二十三番町 17-16 

(旧)ショウエー十和田営業所 
八戸営業所十和田課を併合 

五所川原営業所 〒037-0004 
五所川原市大字唐笠柳字村崎 239-2 (旧)ショウエー五所川原営業所 

むつ営業所 〒035-0033 
むつ市横迎町 1-263-1  

 
岩手営業部 

営 業 所 名 住  所 備  考 
岩手営業部 
盛岡営業所 

〒020-0122 
盛岡市みたけ二丁目 7-15 (旧)ショウエー盛岡営業所 

県北営業所 〒039-1121 
八戸市卸センター1-11-15 八戸事業所内に併設 

紫波営業所 〒020-0891 
紫波郡矢巾町流通センター南 3-4-12 (旧)盛岡営業所 

奥州営業所 〒023-0001 
奥州市水沢区卸町 3-15 

(旧)ショウエー奥州営業所 
(旧)水沢営業所を統合 

一関営業所 〒021-0053 
一関市山目字中野 8 (旧)ショウエー一関営業所 

宮古営業所 〒027-0051 
宮古市南町 10-8 (旧)ショウエー宮古営業所 

釜石営業所 〒026-0055 
釜石市甲子町第九地割 294-5 (旧)ショウエー釜石営業所 

 
秋田営業部 

営 業 所 名 住  所 備  考 
秋田営業部 
秋田営業所 

〒010-0941 
秋田市川尻町字大川反 233-130  

能代営業所 〒016-0862 
能代市字寿域長根 26-36  

本荘営業所 〒015-0051 
由利本荘市川口字家後 20-3  

大舘営業所 〒017-0043 
大舘市有浦 1-5-30  

横手営業所 〒013-0061 
横手市横手町字大関越 91-5  
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宮城営業部 
営 業 所 名 住  所 備  考 

宮城営業部 
仙台第一営業所 

〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 1-3-7  

仙台第二営業所 〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 1-3-7  

仙台病専営業所 〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 1-3-7  

仙台東第一営業所 〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 1-3-7  

仙台東第二営業所 〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 1-3-7  

気仙沼営業所 〒988-0053 
気仙沼市田中前 3-2-18  

古川営業所 〒989-6101 
大崎市古川福浦字道の上 137-1  

石巻営業所 〒986-0832 
石巻市泉町 3-8-33  

 
山形営業部 

営 業 所 名 住  所 備  考 
山形営業部 
山形営業所 

〒990-0071 
山形市流通センター3-5-2 (旧)山形第一･第二営業所を統合 

庄内営業所 〒997-1131 
東田川郡三川町大字青山字外川原 227-5  

米沢営業所 〒992-0011 
米沢市中田町 1241-3  

新庄営業所 〒996-0054 
新庄市大字仁間字磯ノ沢 334-7  

 
福島営業部 

営 業 所 名 住  所 備  考 
福島営業部 
郡山営業所 

〒963-8862 
郡山市菜根 5-17-19 (旧)郡山第一･第二営業所を統合 

白河営業所 〒961-0081 
白河市飯沢山 53-1  

相馬営業所 〒976-0016 
相馬市沖ノ内 3-2-13  

いわき営業所 〒973-8403 
いわき市内郷綴町七反田 11-11  (旧)いわき第一･第二営業所を統合 

福島営業所 〒960-8066 
福島市矢剣町 19-5  

会津営業所 〒965-0818 
会津若松市東千石 3-1-1  

 
関連営業所等(平成 24年 1月 1日) 

営 業 所 名 住  所 備  考 
検査薬青森営業所 
ＴＳＳ青森 

〒030-0841 
青森市奥野一丁目 6-2 (旧)ショウエー本社 

 


