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平成 19 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  代表取締役社長  水野 紘一 

（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 19 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、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．直轄部門、本部、事業部における組織機構改革 

①製造システム事業部を改称し、製造ソリューション事業部とする。 

②アウトソーシング事業部を改称し、コミュニケーションＩＴ事業部とする。 

③全社横断的な視点に立った営業計画の立案・推進を通じ、重要顧客に対するリ

レーションの維持・向上のための専任担当組織として、営業計画・推進室を新

設する。 

 

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リソース管理部を改称し、調達管理部とする。 

 

(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事業管理部を改称し、金融事業管理部とする。 

②金融ソリューション企画部を改称し、金融事業企画部とする。 

③金融ソリューション営業部を改称し、金融営業部とする。 

④金融ソリューション開発部を分割し、開発１部、開発２部、開発３部、開発４

部、開発５部、開発６部、開発７部および開発８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事業管理・事業企画の専任担当組織として、ＥＳ事業企画管理部を新設する。 

②エンタープライズソリューションコンサルティング部を分割し、コンサルティ

ング１部、コンサルティング２部、コンサルティング３部、コンサルティング

４部およびコンサルティング５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事業管理・事業企画の専任担当組織として、ＢＳ事業企画管理部を新設する。 

②グループ経営コンサルティング１部とグループ経営コンサルティング２部を統

合し、グループ経営コンサルティング１部とする。 

③グループ経営コンサルティング３部を改称し、グループ経営コンサルティング

２部とする。 

④グループ経営コンサルティング１部、グループ経営コンサルティング２部、グ

ループ経営コンサルティング３部およびビジネスソリューション営業部の西日

本地区の機能を統合し、西日本ビジネスソリューション部とする。 

 

(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マーケティング・ソリューション部を、営業を担うマーケティング・ソリュー

ション営業部と、技術サポートを担うマーケティング・ソリューション開発部

に分割する。 

②公共ビジネス部の機能を、製造ソリューション事業部に移管する。 

 

(６)製造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製造営業１部を分割し、製造営業１部、製造営業３部および製造営業４部とす

る。 

②特定プロジェクトに関する営業・技術一体組織として、クライアントソリュー

ション１部およびクライアントソリューション２部を新設する。 

③ソフトウェア商品販売の専任担当組織として、ソフトウェア商品営業推進部を

新設する。 

④ソフトウェア製品企画・販売の専任担当組織として、ソフトウェア製品営業推

進部を新設する。 

⑤ＣＡＥ技術部の一部機能を移管し、ＤＭソリューション推進部とする。 

⑥東日本地区の顧客に対するソリューション提案の専任担当組織として、ソリュ

ーション技術１部を新設する。 

⑦西日本地区（除く広島地区）の顧客に対するソリューション提案の専任担当組

織として、ソリューション技術２部を新設する。 
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⑧エンジニアリングサービス部の一部機能を移管し、クライアントサポート部と

する。 

⑨エンジニアリニングサービス部の一部機能を移管し、ＣＡＤ／ＣＡＭソリュー

ション技術部とする。 

⑩ＣＡＥ技術部の一部機能とＣＡＥコンサルティング部を統合し、ＣＡＥソリュ

ーション技術部とする。 

⑪ＰＬＭ技術１部とＰＬＭ技術２部を統合し、ＰＬＭソリューション技術部とす

る。 

⑫ソリューション推進部、ＰＬＭ技術１部の一部機能およびプロダクト開発部を

統合し、製品開発技術部とする。 

 

(７)コミュニケーションＩＴ事業部 

当事業部下において、以下を実施。 

①ＯＳ事業管理部を改称し、ＣＩＴ事業管理部とする。 

②営業部を改称し、コミュニケーションＩＴ営業部とする。 

③基盤技術開発部を改称し、開発推進部とする。 

④戦略システム開発部の一部機能とＩＴサービス部の一部機能を統合し、技術推

進部とする。 

 

 

３．人事異動（平成 19 年 4 月 1 日付） 

(１)役員の担当変更 

氏名 新 現 

水野 紘一 

(ﾐｽﾞﾉ ｺｳｲﾁ) 

代表取締役社長 

高執行責任者 

営業計画・推進室担当 

代表取締役社長 

高執行責任者 

岩田 晴夫 

(ｲﾜﾀ ﾊﾙｵ)  

常務取締役 

営業統括 

カスタマーリレーションシップ・ディレクター（CRD）

コミュニケーションＩＴ事業部担当 

西日本支社長委嘱 

常務取締役 

営業統括 

カスタマーリレーションシップ・ディレクター（CRD）

アウトソーシング事業部担当 

西日本支社長委嘱 

笠 健児 

(ﾘｭｳ ｹﾝｼﾞ)  

取締役 

チーフテクノロジーオフィサー（CTO）(※1) 

事業推進本部担当 

取締役 

事業推進本部担当 

桜井 仁司 

(ｻｸﾗｲ ﾋﾄｼ)   

取締役         

製造ソリューション事業部担当 

取締役 

製造システム事業部担当 

※1 チーフテクノロジーオフィサー（CTO: Chief Technology Officer） 

顧客・競合他社・サプライヤ・新規参入者・代替品を含む市場動向、標準化動向、行政の規制など

の要素を考慮に入れて技術動向を予測し、グループ全体 適の観点からの技術戦略立案、および研

究開発・顧客対応・サプライヤ対応等を通じた技術戦略推進を指揮する。 
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(２)執行役員の選任（任期は平成 20 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【 高経営責任者】 代表取締役【 高経営責任者】 

水野 紘一 

(ﾐｽﾞﾉ ｺｳｲﾁ)  

代表取締役社長【 高執行責任者】 代表取締役社長【 高執行責任者】 

鈴木 廣太郎 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾛｳ)  

【常務執行役員】       

コミュニケーションＩＴ事業部長 

【常務執行役員】 

アウトソーシング事業部長 

阿部 公継 

(ｱﾍﾞ ｷﾐﾂｸﾞ)  

【執行役員】         

事業推進本部長 

【執行役員】         

事業推進本部長 

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】         

金融ソリューション事業部長 

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 

兼金融営業部長 

【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 

小谷 繁弘 

(ｺﾀﾆ ｼｹﾞﾋﾛ)  

【執行役員】         

エンタープライズソリューション事業部長 

【執行役員】         

エンタープライズ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 

【執行役員】         

ビジネスソリューション事業部長 

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 

【執行役員】         

戦略ビジネス事業部長 

海野 慎一 

(ｳﾐﾉ ｼﾝｲﾁ)  

【執行役員】         

製造ソリューション事業部長 

兼製造事業企画部長 

【執行役員】 

製造システム事業部長 

 

太田 悟 

(ｵｵﾀ ｻﾄﾙ)  

【執行役員】         

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

兼クライアントソリューション２部長 

【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 

梅沢 幸之助 

(ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ)  

【執行役員】         

コミュニケーションＩＴ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 

吉本 敦 

(ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ) 

 

 

【執行役員】         

製造ソリューション事業部担当補佐

（株式会社アイティアイディコンサ

ルティング出向（代表取締役社長）

（※2）） 

【執行役員】 

 

（株式会社アイティアイディコンサ 

ルティング出向（代表取締役社長））

金行 和彦 

(ｶﾈﾕｷ ｶｽﾞﾋｺ)  

【執行役員】         

（株式会社ＩＳＩＤテクノソリュー

ションズ出向（※3）） 

 

（株式会社ＩＳＩＤテクノソリュー

ションズ出向） 

 

※2 平成 19 年 6 月開催予定の株式会社アイティアイディコンサルティング定時株主総会にて取締役再

任予定。その後の取締役会にて同社代表取締役社長に再任予定。 

※3 平成 19 年 6 月開催予定の株式会社ＩＳＩＤテクノソリューションズ定時株主総会にて同社取締役

就任予定。 
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(３)管理職（部長職以上）人事 

①直轄部門  

氏名 新 現 

倉持 保彦 

(ｸﾗﾓﾁ ﾔｽﾋｺ)  

監査室長 
－ 

佐藤 昌宏 

(ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ)  

営業計画・推進室長 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 

 

②管理本部 

氏名 新 現 

須永 康一 

(ｽﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ)  

管理本部 副本部長 アウトソーシング事業部 

基幹システム開発部長 

 

③事業推進本部 

氏名 新 現 

坂井 務 

(ｻｶｲ ﾂﾄﾑ)  

事業推進本部 副本部長 

 

事業推進本部 副本部長 

兼品質監理部長 

丸藤 純夫 

(ﾏﾙﾌｼﾞ ｽﾐｵ)  

事業推進本部 品質監理部長 
－ 

宮 信雄 

(ﾐﾔ ﾉﾌﾞｵ)  

事業推進本部 調達管理部長 事業推進本部 リソース管理部長 

 

④金融ソリューション事業部 

氏名 新 現 

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 

兼金融営業部長 

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 
 

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 

兼開発２部長 

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 
 

佐藤 数明 

(ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ)  

金融ソリューション事業部 

金融事業管理部長 

金融ソリューション事業部 

事業管理部長 

飯田 哲夫 

(ｲｲﾀﾞ ﾃﾂｵ)  

金融ソリューション事業部 

金融事業企画部長 － 

内貴 雅彦 

(ﾅｲｷ ﾏｻﾋｺ)  

金融ソリューション事業部 

開発１部長 － 

五十嵐 欣次 

(ｲｶﾞﾗｼ ｷﾝｼﾞ)  

金融ソリューション事業部 

開発３部長 － 

小林 靖佳 

(ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖｼ)  

金融ソリューション事業部 

開発４部長 － 
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氏名 新 現 

森 淳郎 

(ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾛｳ)  

金融ソリューション事業部 

開発５部長 － 

金子 義彦 

(ｶﾈｺ ﾖｼﾋｺ)  

金融ソリューション事業部 

開発６部長 

戦略ビジネス事業部 

公共ビジネス部長 

石若 仁 

(ｲｼﾜｶ ｼﾞﾝ)  

金融ソリューション事業部 

開発７部長 － 

中川 雅昭 

(ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ)  

金融ソリューション事業部 

開発８部長 － 

 

⑤エンタープライズソリューション事業部 

氏名 新 現 

幸坂 知樹 

(ｺｳｻｶ ﾄﾓｷ)  

エンタープライズソリューション事業部 

ＥＳ事業企画管理部長 － 

佐藤 公一 

(ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ)  

エンタープライズ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営業部長 

エンタープライズ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コンサルティング部長

田中 潤一郎 

(ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ)  

エンタープライズソリューション事業部 

コンサルティング１部長 

（上海電通信息服務有限公司出向 

（董事長総経理）） 

佐山 日出人 

(ｻﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ)  

エンタープライズソリューション事業部 

コンサルティング２部長 － 

相澤 祐司 

(ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ)  

エンタープライズソリューション事業部 

コンサルティング３部長 － 

藪口 一郎 

(ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ)  

エンタープライズソリューション事業部 

コンサルティング４部長 － 

武田 正利 

(ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾄｼ)  

エンタープライズソリューション事業部 

コンサルティング５部長 － 

 

⑥ビジネスソリューション事業部 

氏名 新 現 

林 晃司 

(ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ)  

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング２部長 

梅田 貴之 

(ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾕｷ)  

ビジネスソリューション事業部 

ＢＳ事業企画管理部長 

エンタープライズ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営業部長 

矢吹 達夫 

(ﾔﾌﾞｷ ﾀﾂｵ)  

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 － 

木村 陽 

(ｷﾑﾗ ﾖｳ)  

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング２部長 － 

角田 弘志 

(ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ)  

ビジネスソリューション事業部 

西日本ビジネスソリューション部長 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング３部長 
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⑦戦略ビジネス事業部 

氏名 新 現 

新野 聡 

(ﾆｲﾉ ｻﾄｼ)  

戦略ビジネス事業部 

副事業部長 

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 

阿礼 朗 

(ｱﾚｲ ｱｷﾗ)  

戦略ビジネス事業部 

マーケティング・ソリューション営業部長

製造システム事業部 

ＰＬＭ技術１部長 

黒柳 為之 

(ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾅﾙﾕｷ)  

戦略ビジネス事業部 

マーケティング・ソリューション開発部長 － 

 

⑧製造ソリューション事業部 

氏名 新 現 

海野 慎一 

(ｳﾐﾉ ｼﾝｲﾁ)  

執行役員 

製造ソリューション事業部長 

兼製造事業企画部長 

執行役員 

製造システム事業部長 

太田 悟  

(ｵｵﾀ ｻﾄﾙ)  

執行役員 

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

兼クライアントソリューション２部長 

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 

乙部 文孝 

(ｵﾄﾍﾞ ﾌﾐﾀｶ)  

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

兼ソフトウェア商品営業推進部長 

製造システム事業部 

製造営業２部長 

平林 昌樹 

(ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ) 

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

兼製造事業管理部長 

製造システム事業部 

プロダクト開発部長 

原 悦緒 

(ﾊﾗ ｴﾂｵ)  

製造ソリューション事業部 

製造営業１部長 － 

首藤 哲也 

(ｼｭﾄｳ ﾃﾂﾔ)  

製造ソリューション事業部 

製造営業２部長 － 

寺田 孝之 

(ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ)  

製造ソリューション事業部 

製造営業３部長 － 

細野 崇雄 

(ﾎｿﾉ ﾀｶｵ)  

製造ソリューション事業部 

製造営業４部長 － 

岩本 浩久 

(ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛﾋｻ)  

製造ソリューション事業部 

クライアントソリューション１部長 － 

内山 慎一 

(ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｲﾁ)  

製造ソリューション事業部 

ソフトウェア製品営業推進部長 － 

榎谷 新吾 

(ｴﾀﾆ ｼﾝｺﾞ)  

製造ソリューション事業部 

ＤＭソリューション推進部長 － 

村野 俊之 

(ﾑﾗﾉ ﾄｼﾕｷ)  

製造ソリューション事業部 

ソリューション技術１部長 

製造システム事業部 

ソリューション推進部長 

久保 勝紀 

(ｸﾎﾞ ｶﾂﾉﾘ)  

製造ソリューション事業部 

ソリューション技術２部長 － 

小林 正己 

(ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ)  

製造ソリューション事業部 

クライアントサポート部長 

製造システム事業部 

エンジニアリングサービス部長 
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氏名 新 現 

橋本 淳一 

(ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ)  

製造ソリューション事業部 

ＣＡＤ／ＣＡＭソリューション技術部長 － 

吉田 夕貴夫 

(ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ)  

製造ソリューション事業部 

ＣＡＥソリューション技術部長 

製造システム事業部 

ＣＡＥコンサルティング部長 

川口 宏 

(ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ)  

製造ソリューション事業部 

ＰＬＭソリューション技術部長 

製造システム事業部 

ＰＬＭ技術２部長 

古市 欣也 

(ﾌﾙｲﾁ ﾖｼﾅﾘ)  

製造ソリューション事業部 

製品開発技術部長 － 

 

⑨コミュニケーションＩＴ事業部 

氏名 新 現 

近藤 憲正 

(ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾏｻ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

副事業部長 

アウトソーシング事業部 

事業部長補佐 

兼副事業部長 

条生 秀成 

(ｼﾞｮｳｼｮｳ ﾋﾃﾞﾅﾘ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

ＣＩＴ事業管理部長 

アウトソーシング事業部 

ＯＳ事業管理部長 

田仲 浩 

(ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

コミュニケーションＩＴ営業部長 

アウトソーシング事業部 

営業部長 

大金 慎一 

(ｵｵｶﾞﾈ ｼﾝｲﾁ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

基幹システム開発部長 － 

中村 優一 

(ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

開発推進部長 － 

山坂 勝己 

(ﾔﾏｻｶ ｶﾂﾐ)  

コミュニケーションＩＴ事業部 

技術推進部長 

アウトソーシング事業部 

基盤技術開発部長 

 

 

   以 上 


