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組織変更及組織変更及組織変更及組織変更及びびびび人事異動人事異動人事異動人事異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成１８年３月３１日開催の当社臨時取締役会決議により、４月１日をもって、下記のとおり組織

変更および人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

    

１． 組織変更 

 

これまでの営業統括部を営業本部とするとともに、ソリューション事業部、eBiz サービス事業部を

再編し、eBiz エンタープライズサービス事業部、ＡＳＰサービス事業部、システムソリューション事

業部、ネットワークソリューション事業部、エンタープライズソリューション事業部、マーケティン

グ部とします。 

事業区分をこれまでより細かくすることにより､各事業部の責任範囲を明確にします。また、運用サ

ービス事業、セキュリティ事業の体制を強化します。さらに、営業本部ではソリューション区分別の

営業部編成を主体に行い、事業部と営業部の連携によるソリューション営業活動を円滑に推進できる

ようにします。 

 

２．人事異動 

    

 対象者 新規発令 現職 

中澤 信一 取締役 営業部門担当執行役員  

営業本部 本部長  

兼 プロジェクト営業部 部長  

兼 大阪支社 支社長  

兼 エンタープライズソリューション事

業部 事業部長 

取締役 営業統括担当執行役員  

兼 営業統括部 統括部長  

小澤 政範 営業部門事業推進担当執行役員 

営業本部 事業推進室 室長 

 

営業統括事業推進担当執行役員 

事業推進室室長  

兼 営業統括部 営業企画室 室長 

関口 浩之 営業部門エンタープライズソリューシ

ョン事業担当執行役員  

営業本部 エンタープライズソリュー

ション統括 統括部長 

兼 エンタープライズソリューション

事業部 事業部長代行  

兼 第２技術部 部長 

営業統括エンタープライズ営業担当執行役員 

営業統括部 エンタープライズ営業部 部長 

真鳥 俊幸 営業部門福岡支社担当執行役員 

営業本部 福岡支社 支社長 

営業統括福岡支社担当執行役員 

営業統括部 福岡支社 支社長 



青木 克志 eBiz エンタープライズサービス担当執

行役員 eBiz エンタープライズサービ

ス事業部 事業部長  

兼 e-Businessサービス部 部長  

兼 サービス＆サポート部 部長  

兼 システム開発部 部長  

eBiz サービス事業エンタープライズサービ

ス担当執行役員 eBiz サービス事業部 エ

ンタープライズサービス部 部長 

本間 孝秀 ＡＳＰサービス事業担当執行役員 

ＡＳＰサービス事業部 事業部長 

兼 ＥＣ ＢＰＯサービス部 部長 

兼 購買・ロジスティクス管理部 部長 

eBiz サービス事業担当執行役員 

eBiz サービス事業部 事業部長 

佐藤 光浩 システムソリューション担当執行役員 

システムソリューション事業部 事業

部長 

eBiz サービス事業アドバンストソリューシ

ョン及び営業統括 eBiz サービス営業担当 

執行役員 eBiz サービス事業部 アドバン

ストソリューション部 部長  

兼 営業統括部 営業 5 部 部長 

中村 昌章 取締役 ネットワークソリューション事

業担当執行役員 ネットワークソリュ

ーション事業部 事業部長  

兼 ソリューション開発部 部長 

取締役 ソリューション事業担当執行役員

ソリューション事業部 事業部長  

兼 ソリューションマーケティング部 部

長 

山田 勝男 マーケティング部門担当執行役員 

マーケティング部 部長 

ソリューション事業部 ソリューション事

業セキュリティプロダクト担当執行役員 

 

桐栄 誠一 

 

取締役 情報セキュリティ担当執行役員 

最高情報セキュリティ責任者（CISO） 

兼 情報セキュリティ対策会議委員長 

兼 情報セキュリティ推進室 室長 

兼 情報システム部 部長 

取締役 情報セキュリティ担当執行役員 

最高情報セキュリティ責任者（CISO） 

兼 情報セキュリティ対策会議委員長  

兼 情報セキュリティ推進室 室長  

兼 購買管理部 部長  

兼 情報システム部 部長 

松村 淳 MOVIDA SOLUTIONS株式会社 代表

取締役社長 兼 ソフトバンク・テクノ

ロジー株式会社 システムソリューショ

ン事業ビジネス開発担当執行役員 

MOVIDA SOLUTIONS株式会社 代表取

締役社長 兼 ソフトバンク・テクノロジー

株式会社 ソリューション事業ビジネス開

発担当執行役員 

 

                                          以 上 
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営業本部 事業推進室

ASPサービス営業部

システムソリューション営業部

ネットワークソリューション統括 ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ第1営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ第２営業部

エンタープライズソリューション統括 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ第１営業部

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ第２営業部

プロジェクト営業部

大阪支社

福岡支社 営業部

技術部

eBizエンタープライズサービス事業部 e-Businessサービス部

サービス＆サポート部

システム開発部

ASPサービス事業部 EC　BPOサービス部

システムマネジメントサービス部

ECシステムマネジメント部

システムソリューション事業部 ビジネスソリューション部

デジタルソリューション部

取締役会 代表取締役 ＩＴプラットフォーム部

監査役会
Ｗｅｂマーケティング部

ネットワークソリューション事業部 インテグレーション部

テクニカルサービス部

ソリューション開発部

エンタープライズソリューション事業部 第１技術部

第２技術部

マーケティング部

購買・ロジスティクス管理部

広報IR室

情報システム部

情報セキュリティ推進室

財務経理部

法務部

総務部

人事部

内部監査室

情報セキュリティ監査室

情報セキュリティ対策会議


