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会 社 名 株式会社 Ｄ Ｔ Ｓ
代表者名 代表取締役社長　赤羽根　靖隆
　　　（コード番号　9682　東証第１部）
― 問合せ先 ―
常務取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部長　川田　哲三
　　　（電話番号　03 - 3437 - 5488）

　平成19年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更および人事異動に関して決議いたしました
ので、お知らせいたします。

記

１．組織変更の概要（平成19年4月1日付）

２．人事異動

　(1) 取締役および執行役員人事（平成19年3月31日付）

　　なお、平成１９年４月１日付で川田哲三、坂田浩行は顧問に就任の予定です。また、平成１９年４月２日
　　付けで伊藤真一は株式会社ＭＩＲＵＣＡの代表取締役社長に就任する予定です。株式会社ＭＩＲＵＣＡに
　　ついては、平成１９年２月１４日付けの『子会社設立に関するお知らせ』をご参照下さい。

　(2) 取締役および執行役員人事（平成19年4月1日付）

退任 （執行役員営業本部ソリュー
ション営業第二部長） 坂田浩行

川田哲三

退任 （取締役兼執行役員システム
マネジメント事業本部長） 伊藤真一

▽経営戦略担当常務兼マネジ
メントサービス事業本部長

常務取締役兼執行役員事業推
進担当常務 熊坂勝美

継　続　職 氏　　名

平成19年2月14日

組織変更および人事異動に関するお知らせ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

退任
常務取締役兼執行役員経営戦
略担当常務兼コーポレートス
タッフ本部長

（1） 営業本部を再編し、プロダクトソリューション部を廃止する。なお、プロダクトソリューション部で
　　行っていた事業はソリューション営業第四部およびビジネス開発本部に移管する。
　　　これにより、ビジネス開発本部にハウジングソリューション部を新設する。
（2） 金融システム事業本部を再編し、金融第一事業部および金融第ニ事業部を廃止する。金融第二部の事
　　業を金融ＳＩ部へ移管する。これにより、金融第三部を金融第二部に、金融第四部を金融第三部に改称
　　し、金融第四部を廃止する。
（3） ネットワーク事業本部を再編し、ネットワークビジネスソリューション事業部のネットワークプラッ
　　トフォーム開発部をネットワークシステム開発事業部に移管する。
（4） システムマネジメント事業本部をマネジメントサービス事業本部に改称するとともに同本部を再編し、
　　ＩＴマネジメント事業部を新設する。これにより、ＩＴインテグレーション第二部をＩＴマネジメント
　　事業部に移管し、ＩＴマネジメント第一部に改称する。ＩＴインテグレーション第三部をＩＴインテグ
　　レーション第二部に改称する。ＩＴインテグレーション第四部をＩＴマネジメント事業部に移管し、ＩＴ
　　マネジメント第二部に改称する。さらに、システムマネジメントサービス事業部をシステムマネジメント
　　事業部に改称し、システムマネジメントサービス第一部～第三部をそれぞれシステムマネジメント第一部
　　～第三部に改称する。

▽ビジネススタッフ本部長

（5） ビジネススタッフ本部を分割再編し、生産技術本部を新設する。これにより、生産品質部をビジネス
　　スタッフ本部より生産技術本部に移管する。なお、技術部を技術ＳＥ部と改称しビジネススタッフ本部
　　より生産技術本部に移管する。

（金融システム事業本部金融
第一事業部長兼金融ＳＩ部
長）

執行役員 松本明

新　　　職 旧　　　職
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　(2) 部長人事（平成19年4月1日付）
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽執行役員 関西支社長 手島継家

山下正美

▽執行役員ネットワーク事業
本部長

ネットワーク事業本部ネット
ワークシステム開発事業部長 勝俣雅司

（金融システム事業本部長） 執行役員 栗原広史

▽執行役員 コーポレートスタッフ本部企
画部長 坂本孝雄

▽執行役員 営業本部ソリューション営業
第一部長

▽営業本部ソリューション第
四部長

（営業本部プロダクトソ
リューション部長） 伊地知芳樹

▽営業本部ソリューション第
二部長

（営業本部ソリューション第
四部長） 大塚正善

▽金融システム事業本部長 （金融システム事業本部金融
第二事業部長）

アライアンスソリューション
室長 竹内実

▽ビジネス開発本部ハウジン
グソリューション部長 蛭田直樹

▽金融システム事業本部金融
第三部長

（金融システム事業本部金融
第二事業部金融第四部長） 出嶋茂保

▽金融システム事業本部金融
第二部長

（金融システム事業本部金融
第二事業部金融第三部長） 三森秀光

▽金融システム事業本部金融
ＳＩ部長 鎌田哲司

▽産業システム事業本部産業
第一事業部産業第二部長

産業システム事業本部産業第
一事業部長 小林浩利

▽産業システム事業本部産業
第二事業部公共部長

産業システム事業本部産業第
二事業部長 林信幸

執行役員 上野大輔

▽コーポレートスタッフ本部
長

▽生産技術本部長 （ネットワーク事業本部長） 執行役員 大髙浩

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽マネジメントサービス事業
本部ＩＴマネジメント事業部
長兼ＩＴマネジメント第二部
長

（システムマネジメント事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部長兼ＩＴインテグレー
ション第四部長）

▽

（ネットワーク事業本部ネッ
トワークビジネスソリュー
ション事業部ネットワークビ
ジネスソリューション第二部
長）

執行役員ネットワーク事業本
部ネットワークビジネスソ
リューション事業部長

江原良博
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以　上

▽ネットワーク事業本部ネッ
トワークシステム開発事業部
ネットワークプラットフォー
ム開発部長

（ネットワーク事業本部ネッ
トワークビジネスソリュー
ション事業部ネットワークプ
ラットフォーム開発部長）

鈴木邦男

▽ネットワーク事業本部ネッ
トワークビジネスソリュー
ション事業部ネットワークビ
ジネスソリューション第二部
長

（産業システム事業本部産業
第一事業部産業第二部長） 阿部成雅

▽マネジメントサービス事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部長兼ＩＴインテグレー
ション第一部長

（システムマネジメント事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部ＩＴインテグレーショ
ン第一部長）

廣川譲

▽マネジメントサービス事業
本部システムマネジメント事
業部システムマネジメント第
二部長

（システムマネジメント事業
本部システムマネジメント事
業部システムマネジメント第
二部長）

小暮仁志

▽マネジメントサービス事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部ＩＴインテグレーショ
ン第二部長

（システムマネジメント事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部ＩＴインテグレーショ
ン第三部長）

内田勝己

▽マネジメントサービス事業
本部ＩＴマネジメント事業部
ＩＴマネジメント第一部長

（ビジネススタッフ本部技術
部長） 石川敏朗

▽マネジメントサービス事業
本部システムマネジメント事
業部長兼システムマネジメン
ト第三部長

（システムマネジメント事業
本部システムマネジメント事
業部長兼システムマネジメン
ト第三部長）

加納稔

▽マネジメントサービス事業
本部システムマネジメント事
業部システムマネジメント第
一部長

（システムマネジメント事業
本部システムマネジメント事
業部システムマネジメント第
一部長）

矢代正

▽生産技術本部技術ＳＥ部長

（システムマネジメント事業
本部ＩＴインテグレーション
事業部ＩＴインテグレーショ
ン第二部長）

熊沢勝明

▽生産技術本部生産品質部長 （ビジネススタッフ本部生産
品質部長） 椎名一喜

▽ビジネススタッフ本部業務
推進部長

（産業システム事業本部産業
第二事業部公共部長） 村上忠幸

継　続　職 氏　　名新　　　職 旧　　　職
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株式会社ＤＴＳ組織図 （平成19年4月1日付）

営業本部 ソリューション営業第一部

ソリューション営業第二部

ソリューション営業第三部

ソリューション営業第四部

ビジネス開発本部 ビジネスソリューション部

新市場開発部

ハウジングソリューション部

金融システム事業本部 金融第一部

金融第二部

金融第三部

金融ＳＩ部

産業システム事業本部 産業第一事業部 産業第一部

株主総会 産業第二部

産業第三部

取締役会 産業第二事業部 公共部

エンタープライズソリューション部

会長 ネットワーク事業本部 ネットワークビジネスソリューション事業部 ネットワークビジネスソリューション第一部

経営会議 ネットワークビジネスソリューション第二部

社長 ネットワークシステム開発事業部 ネットワークシステム開発第一部

ネットワークシステム開発第二部

ネットワークプラットフォーム開発部

マネジメントサービス事業本部 ＩＴインテグレーション事業部 ＩＴインテグレーション第一部

ＩＴインテグレーション第二部

ＩＴマネジメント事業部 ＩＴマネジメント第一部

ＩＴマネジメント第二部

システムマネジメント事業部 システムマネジメント第一部

システムマネジメント第二部

システムマネジメント第三部

アライアンスソリューション室 大連駐在員事務所

中京支社

関西支社

九州支社

ビジネススタッフ本部 ビジネスパートナー部　

業務推進部 

情報システム部

生産技術本部 生産品質部

技術ＳＥ部

コーポレートスタッフ本部 企画部

広報部

人材開発部

経理部

総務部

アライアンス企画室

ＣＳＲ企画室

監査室

４

監査役会

監査役


