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平成 18 年 3 月 28 日 

各 位 

会社名  株式会社電通国際情報サービス 

代表者名 代表取締役社長  瀧浪 壽太郎 

（コード番号 4812 東証第１部） 

問合せ先 取締役管理本部長 上 原  伸 夫 

（TEL. 03-6713-6160） 

 

組織機構改革および人事異動について 

 

当社は、平成 18 年 3 月 28 日開催の取締役会において、4 月 1 日付で次の組織機構改革およ

び人事異動を実施することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本部、事業部における組織機構改革（事業部の新設および機能移管） 

(１)金融ソリューション事業部およびエンタープライズソリューション事業部を新設し、

ビジネスソリューション事業部の一部機能を移管する。 

(２)戦略ビジネス事業部を新設し、事業推進本部および製造システム事業部の一部機能を

移管する。 

 

２．本部、事業部内における組織機構改革（当該組織下における変更部分のみ） 

(１)事業推進本部 

当本部下において、以下を実施。 

①品質監理部を新設し、開発技術センターの一部機能を移管する。 

②新基幹システム開発室を新設する。 

③マーケティング・ソリューション事業開発室を戦略ビジネス事業部に移管する。 

④新規事業開発室を戦略ビジネス事業部に移管する。 

 

(２)金融ソリューション事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①ビジネスソリューション事業部よりＢＳ事業管理部を移管し、事業管理部とす

る。 

②金融ソリューション企画部を新設する。 

③ビジネスソリューション事業部より金融営業１部、金融営業２部および金融営

業３部を移管し、金融ソリューション営業部とする。 

④ビジネスソリューション事業部より金融ソリューション開発１部、金融ソリュ

ーション開発２部、金融ソリューション開発３部の機能、および情報基盤サー

ビス部の一部機能を移管し、金融ソリューション開発部とする。 
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(３)エンタープライズソリューション事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①ビジネスソリューション事業部より産業ソリューション営業部の一部機能およ

び基幹システム事業推進室の営業機能を移管し、エンタープライズソリューシ

ョン営業部とする。 

 

②ビジネスソリューション事業部より産業ソリューション開発部の機能、情報基

盤サービス部、グループ経営コンサルティング３部の一部機能、および基幹シ

ステム事業推進室の技術機能を移管し、エンタープライズソリューションコン

サルティング部とする。 

 

(４)ビジネスソリューション事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①ビジネスプロダクト営業部、ビジネスプロダクト西日本営業部および産業ソリ

ューション営業部の一部機能を統合し、ビジネスソリューション営業部とする。 

 

(５)戦略ビジネス事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①事業推進本部よりマーケティング・ソリューション事業開発室を移管し、マー

ケティング・ソリューション部とする。 

②事業推進本部より新規事業開発室、製造システム事業部より公共営業部を移管

し、公共ビジネス部とする。 

 

(６)製造システム事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①東日本製造営業部および西日本製造営業部を統合し、製造営業１部および製造

営業２部とする。 

②ソリューション企画部とソリューション営業部を統合し、ソリューション推進

部とする。 

③エンジニアリング企画営業部をＣＡＥ技術部に統合する。 

④公共営業部を戦略ビジネス事業部に移管する。 

 

(７)アウトソーシング事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①ＩＴコンサルティング２部を改称し、基幹システム開発部とする。 

②ＩＴコンサルティング３部を改称し、戦略システム開発部とする。 

③ＩＴコンサルティング４部を改称し、基盤技術開発部とする。 

④ＩＴインフラ部を改称し、ＩＴサービス部とする。 

⑤ＩＴコンサルティング１部を改称し、ＩＴコンサルティング部とする。 
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３．人事異動（平成 18 年 4 月 1 日付） 

(１)役員の担当変更 

氏名 新 現 

福山 章弘 

(ﾌｸﾔﾏ ｱｷﾋﾛ) 

常務取締役 

グループ会社統括 

金融ソリューション事業部担当 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部担当 

ビジネスソリューション事業部担当 

戦略ビジネス事業部担当 

常務取締役 

グループ会社統括 

ビジネスソリューション事業部担当

 

 

(２)執行役員の選任（任期は平成 19 年 3 月 31 日まで）【】内は執行役員役職 

氏名 新 現 

古川 英昭 

(ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ) 
代表取締役【最高経営責任者】 代表取締役【最高経営責任者】 

瀧浪 壽太郎 

(ﾀｷﾅﾐ ｼﾞｭﾀﾛｳ) 
代表取締役社長【最高執行責任者】 代表取締役社長【最高執行責任者】

桜井 仁司 

(ｻｸﾗｲ ﾋﾄｼ) 

【常務執行役員】 

製造システム事業部担当役員補佐 

【常務執行役員】 

製造システム事業部長 

鈴木 廣太郎 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾛｳ) 

【常務執行役員】 

アウトソーシング事業部長 

【執行役員】 

アウトソーシング事業部長 

市川 建志 

(ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞ) 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部、 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、 

ビジネスソリューション事業部、 

戦略ビジネス事業部担当役員補佐 

【執行役員】 

事業推進本部長 

兼ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

 

阿部 公継 

(ｱﾍﾞ ｷﾐﾂｸﾞ) 

【執行役員】 

事業推進本部長 

 

 

アウトソーシング事業部 

副事業部長 

小林 明 

(ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ) 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

 

 

【執行役員】 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ＢＳ事業管理部長 

渡邊 信彦 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ) 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融ソリューション企画部長 

 

ビジネスソリューション事業部 

金融営業２部長 

 

小谷 繁弘 

(ｺﾀﾆ ｼｹﾞﾋﾛ) 

【執行役員】 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長 

【執行役員】 

ビジネスソリューション事業部長 

菅沼 重行 

(ｽｶﾞﾇﾏ ｼｹﾞﾕｷ) 

【執行役員】 

ビジネスソリューション事業部長 

 

 

 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融営業３部長 

定形 哲 

(ｻﾀﾞｶﾀ ｻﾄｼ) 

【執行役員】 

戦略ビジネス事業部長 

 

 

 

事業推進本部 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業開発室 

室長補佐 
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氏名 新 現 

海野 慎一 

(ｳﾐﾉ ｼﾝｲﾁ) 

【執行役員】 

製造システム事業部長 

 

 

【執行役員】 

製造システム事業部 副事業部長 

兼東日本製造営業部長 

兼ソリューション営業部長 

太田 悟 

(ｵｵﾀ ｻﾄﾙ) 

【執行役員】 

製造システム事業部 副事業部長 

兼製造営業１部長 

 

製造システム事業部 

西日本製造営業部長 

 

梅沢 幸之助 

(ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ) 

【執行役員】 

アウトソーシング事業部 

副事業部長 

【執行役員】 

アウトソーシング事業部 

副事業部長 

田山 紀雄 

(ﾀﾔﾏ ﾉﾘｵ) 

【執行役員】 

(株式会社 ISID テクノソリューショ

ンズ専務取締役) 

 

(株式会社 ISID テクノソリューシ

ョンズ専務取締役) 

吉本 敦 

(ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ) 

【執行役員】 

(株式会社アイティアイディコンサ 

ルティング代表取締役社長) 

 

(株式会社アイティアイディコン

サルティング代表取締役社長) 
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(３)管理職（部長職以上）人事 

①直轄部門  

氏名 新 現 

大竹 則夫 

(ｵｵﾀｹ ﾉﾘｵ) 

監査役室長 監査室長 

烏谷 弘一 

(ｶﾗｽﾀﾞﾆ ｺｳｲﾁ) 

監査室長 監査室 

 

②管理本部 

氏名 新 現 

酒井 次郎 

(ｻｶｲ ｼﾞﾛｳ) 

管理本部 副本部長 

兼経理部長 

管理本部 経理部長 

中村 雅士 

(ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ) 

管理本部 情報システム部長 

 

管理本部 情報システム部 

 

 

③事業推進本部 

氏名 新 現 

阿部 公継 

(ｱﾍﾞ ｷﾐﾂｸﾞ) 

執行役員 

事業推進本部長 

 

アウトソーシング事業部 

副事業部長 

坂井 務 

(ｻｶｲ ﾂﾄﾑ) 

事業推進本部 副本部長 

兼品質監理部長 

（株式会社アイティアイディコンサ

ルティングより受入出向） 

 

 

（株式会社アイティアイディコン

サルティング） 

橋本 孝之 

(ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ) 

事業推進本部 

新基幹システム開発室長 

管理本部 情報システム部長 

 

④金融ソリューション事業部 

氏名 新 現 

小林 明 

(ｺﾊﾞﾔ ｼｱｷﾗ) 

執行役員 

金融ソリューション事業部長 

 

 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ＢＳ事業管理部長 

渡邊 信彦 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ) 

執行役員 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融ソリューション企画部長 

 

ビジネスソリューション事業部 

金融営業２部長 

佐々木 英夫 

(ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ) 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融ソリューション開発部長 

ビジネスソリューション事業部 

金融ソリューション開発３部長 

佐藤 数明 

(ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ) 

金融ソリューション事業部 

事業管理部長 

ビジネスソリューション事業部 

ＢＳ事業管理部 

佐藤 昌宏 

(ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ) 

金融ソリューション事業部 

金融ソリューション営業部長 

ビジネスソリューション事業部 

金融営業１部長 
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⑤エンタープライズソリューション事業部 

氏名 新 現 

小谷 繁弘 

(ｺﾀﾆ ｼｹﾞﾋﾛ) 

執行役員 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部長 

梅田 貴之 

(ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾕｷ) 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼産業ソリューション営業部長 

佐藤 公一 

(ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ) 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 

ビジネスソリューション事業部 

基幹システム事業推進室長 

 

 

⑥ビジネスソリューション事業部 

氏名 新 現 

菅沼 重行 

(ｽｶﾞﾇﾏ ｼｹﾞﾕｷ) 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部長 

 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融営業３部長 

名和 亮一 

(ﾅﾜ ﾘｮｳｲﾁ) 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業部長 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ビジネスプロダクト営業部長 

 

⑦戦略ビジネス事業部 

氏名 新 現 

定形 哲 

(ｻﾀﾞｶﾀ ｻﾄｼ) 

執行役員 

戦略ビジネス事業部長 

 

事業推進本部 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業開発室 

室長補佐 

新野 聡 

(ﾆｲﾉ ｻﾄｼ) 

戦略ビジネス事業部 

マーケティング・ソリューション部長

事業推進本部 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業開発室 

 

金子 義彦 

(ｶﾈｺ ﾖｼﾋｺ) 

戦略ビジネス事業部 

公共ビジネス部長 

ビジネスソリューション事業部 

金融ソリューション開発１部 

 

⑧製造システム事業部 

氏名 新 現 

海野 慎一 

(ｳﾐﾉ ｼﾝｲﾁ) 

執行役員 

製造システム事業部長 

執行役員 

製造システム事業部 副事業部長 

兼東日本製造営業部長 

兼ソリューション営業部長 

太田 悟 

(ｵｵﾀ ｻﾄﾙ) 

執行役員 

製造システム事業部 副事業部長 

兼製造営業１部長 

 

製造システム事業部 

西日本製造営業部長 

村上 幸夫 

(ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｵ) 

製造システム事業部 事業部長補佐 

(株式会社エステック出向) 

製造システム事業部 

副事業部長 

兼ＣＡＥ技術部長 
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氏名 新 現 

福井 浩一 

(ﾌｸｲ ｺｳｲﾁ) 

製造システム事業部 

事業部長補佐 

製造システム事業部 

副事業部長 

乙部 文孝 

(ｵﾄﾍﾞ ﾌﾐﾀｶ) 

製造システム事業部 

製造営業２部長 

製造システム事業部 

西日本製造営業部 

村野 俊之 

(ﾑﾗﾉ ﾄｼﾕｷ) 

製造システム事業部 

ソリューション推進部長 

製造システム事業部 

ソリューション企画部長 

 

⑨アウトソーシング事業部 

氏名 新 現 

鈴木 廣太郎 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾛｳ) 
常務執行役員 

アウトソーシング事業部長 

執行役員 

アウトソーシング事業部長 

須永 康一 

(ｽﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ) 

アウトソーシング事業部 

基幹システム開発部長 

アウトソーシング事業部 

ＩＴコンサルティング２部長 

岩崎 義彦 

(ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋｺ) 

アウトソーシング事業部 

戦略システム開発部長 

アウトソーシング事業部 

ＩＴコンサルティング３部長 

山坂 勝己 

(ﾔﾏｻｶ ｶﾂﾐ) 

アウトソーシング事業部 

基盤技術開発部長 

アウトソーシング事業部 

ＩＴコンサルティング４部長 

松浦 宏 

(ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｼ) 

アウトソーシング事業部 

ＩＴサービス部長 

アウトソーシング事業部 

ＩＴインフラ部長 

荒木 正孝 

(ｱﾗｷ ﾏｻﾀｶ) 

アウトソーシング事業部 

ＩＴコンサルティング部長 

アウトソーシング事業部 

ＩＴコンサルティング１部長 

 

   以 上 

      


