
 

  
平成 18 年 3 月 23 日 

各  位 
会 社 名  株式会社ミロク情報サービス 
代表者名  代表取締役社長 是枝周樹 
     （コード番号  9928  東証第 2部） 
問合せ先  経営管理本部長 滝本訓夫 

（TEL 03－5361－6369） 
 

組織変更および執行役員への委嘱事項の変更ならびに人事異動に関するお知らせ 

 
平成 18 年 3 月 23 日開催の取締役会決議により、平成 18 年 4 月 1日付で下記の通り、組織変更およ

び執行役員への委嘱事項の変更ならびに人事異動を実施いたしますのでお知らせします。 

 

記 

1． 組織変更（平成１8 年 4月 1 日付） 

営業本部、マーケティング本部、経営管理本部、内部監査室、社長室、内部統制室、購買部、税経シ

ステム研究所の 3本部、3室、1部、1研究所に改組するものであります。 

(1)営業本部 

旧組織下の営業本部、業務管理本部を統合し、営業本部とします。営業本部の配下には、新たに

会計事務所チャネル事業部、企業ソリューション事業部を置き、それぞれ「会計事務所および顧

問先企業マーケット」と「一般企業マーケット」を担当し、ユーザーと製品を絞り込んだ経営情

報サービスの提供を目的とするものであります。 

(2)マーケティング本部 

旧組織下のマーケティング本部、Ｒ＆Ｄセンター、サポート本部を統合し、マーケティング本部

とします。これは、製品の企画から製造・サポートまでの機能を持たせ、相互連携による強化を

図り、より顧客満足度の高い製品・サービスの提供を目的とするものであります。 

(3)経営管理本部 

経営管理本部内には情報システム企画室を新設し、社内情報システムの革新・推進を目的とする

ものであります。 

(4)内部統制室 

新設の内部統制室は、日本版企業改革法（日本版ＳＯＸ法）への対応を念頭においた内部統制の

機能強化を目的として設置し、併せて旧組織下の経営品質管理室の機能も所管するものでありま

す。 

(5)購買部 

購買部は、戦略的購買の機能強化を目的に独立部門とするものであります。 
 
2．執行役員への委嘱事項の変更（平成１8 年 4月 1 日付） 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

由井 俊光 

 

常務執行役員 

営業本部長 

兼ブロードバンド推進事業室長 

 

常務執行役員 

業務管理本部長兼購買部長 



 

大久保 利治 
常務執行役員 

マーケティング本部長 

常務執行役員 

サポート本部長 

三木 正志 
執行役員 

営業本部会計事務所チャネル事業部長 

常務執行役員 

営業本部副本部長 

小川 清 

執行役員 

経営管理本部情報システム企画室長 

兼情報システムグループ長 

執行役員 

業務管理本部副本部長 

兼業務支援部長 

神林 秀明 

執行役員 

営業本部会計事務所チャネル事業部副

事業部長兼ＣＳ統括室長 

執行役員 

サポート本部副本部長 

兼ＳＥ統括部長 

手島 雅子 

執行役員 

営業本部会計事務所チャネル事業部 

首都圏統括部長 

執行役員 

営業本部副本部長兼支社指導室長 

櫻井 英雄 
執行役員 

マーケティング本部商品企画センター長 

執行役員 

営業本部首都圏統括部長 

兼東京総支社長 

牧野 博史 
執行役員 

マーケティング本部サポートセンター長 

執行役員 

営業本部北東圏統括部長 

菊地 良孝 
執行役員 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンター長 

執行役員 

Ｒ＆Ｄセンター長 

吉岡 賢司 

執行役員 

マーケティング本部ポートフォリオ管理室

長兼商品企画センター販促統括室長 

 

執行役員 

マーケティング本部副本部長 

兼ポートフォーリオ管理室長 

兼広報ＩＲ推進室長 

 

前川 春樹 

 

税経システム研究所主任研究員 

 

常務執行役員 

マーケティング本部長 

國本 周良 

 

営業本部 支社指導担当（部長） 

 

執行役員 

営業本部九州沖縄圏統括部長 

 

 

 

 

 



 

３．人事異動（平成 18 年 4 月 1 日付） 

【部長人事】 

〈営業本部〉 

営業本部営業推進室長                            部長 北村 栄二 

営業本部企業ソリューション事業部長                    部長 櫻井 義人 

営業本部企業ソリューション事業部副事業部長兼ＳＥ統括グループ長      部長 大野 勇進 

営業本部企業ソリューション事業部ＳＥ統括グループ           部長 二木 千秋 

営業本部業務管理室長                           部長 後藤 壽樹 

営業本部業務管理室業務管理グループ長                   部長 桑岡 毅 

営業本部会計事務所チャネル事業部北東圏統括部長              部長 田中 孝佳 

営業本部会計事務所チャネル事業部関東甲信越圏統括部長           部長 伊藤 邦良 

営業本部会計事務所チャネル事業部首都圏統括部副統括部長兼東京第二支社長  部長 山口 修 

営業本部会計事務所チャネル事業部中部圏統括部長              部長 天野 悟 

営業本部会計事務所チャネル事業部近畿四国圏統括部長            部長 笠井 健二 

営業本部会計事務所チャネル事業部中国圏統括部長              部長 岩満 義弘 

営業本部会計事務所チャネル事業部九州沖縄圏統括部長     部長 白水 豊久 

 

〈マーケティング本部〉 

マーケティング本部                                     部長 佐藤 隆 

マーケティング本部商品企画センターアプリケーション企画グループ長          部長 大友 良一 

マーケティング本部商品企画センターアプリケーション企画グループ            部長 笹 正博 

マーケティング本部商品企画センターアプリケーション企画グループ           部長 濱谷 博通 

マーケティング本部商品企画センターアプリケーション企画グループ行政電子化チーム長 

 部長 加藤 武史 

マーケティング本部商品企画センターサービス・サポート企画グループ長         部長 新保 博 

マーケティング本部商品企画センターサービス・サポート企画グループコンテンツ企画チーム長 

 部長 堀 貢一 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンター                                部長 志牟田 浩司 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンター副センター長兼システム開発第 1 グループ長     部長 岩田 悟 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンターシステム開発第２グループ長               部長 土田 豊 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンターソフトウェアエンジニアリンググループ長         部長 上田 啓治 

マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンター技術開発グループ長                    部長 高木 啓士 

マーケティング本部サポートセンター市場品質管理グループ長              部長 石戸谷 俊一 

マーケティング本部サポートセンターＣＳ教育企画グループ長                部長 青木 忠和 

 

〈経営管理本部〉 

経営管理本部経理グループ長                                   部長 佐藤 順一 

 

〈内部監査室〉 

内部監査室                                               部長 進 一正 

 

〈内部統制室〉 

内部統制室長                                            部長 内山 脩 

内部統制室                                            部長 窪田 博 

 

〈購買部〉 

購買部長                                                部長 小川 正宏 

 

〈税経システム研究所〉 

税経システム研究所主任研究員                          部長 後藤 智 

 
以 上 


