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機構改革ならびに人事異動 

 

 

平成１９年３月２８日開催の当社第２０７回取締役会において、以下のとおりとしましたので

お知らせ致します。 

 

 

１．機構改革（平成１９年４月１日付） 

 
(１)要旨 

①事業本部体制の整備・拡充 
ソリューションサービスの拡充を図るとともに、一層の自律的事業拡大の促進を目

的として組織毎の事業領域を明確にし、事業本部制のさらなる定着を推進する。 
 

（各事業本部の主な事業領域） 

・ソリューション推進事業本部 

主に、ｅ－ビジネスソリューション事業、IT 基盤サービス事業、データセンター

事業等によりソリューションサービスの拡大推進を図る。 

・金融第一ソリューション事業本部 

主に、銀行、証券、カード、保険関連のお客様向けソリューション事業の拡大推進

を図る。 

・金融第二ソリューション事業本部 

主に、みずほグループのお客様に特化してビジネスの深耕を図る。 

・公共・流通サービスソリューション事業本部 

主に、人材サービス関連のお客様、公共・公益関連のお客様、流通、サービス業の

お客様向けソリューション事業の拡大推進を図る。 

 

②アカウントマネージャー機能の新設 
既存顧客の深耕を目的に、アカウントマネージャー機能として担当部長を設置。 

 
③社長室の廃止および内部統制推進室の設置 
・社長室を廃しＣＳ本部に移管。 

・内部統制システムの整備、推進を目的に社長直轄の内部統制推進室を設置。 

会 社 名：エー・アンド・アイ システム株式会社 
代 表 者 名     ： 代表取締役社長  牧 野 敏 夫 
    (ヘラクレス市場：銘柄コード 4773) 
問 合 せ 先     ： 広報ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ   山 崎 秀 成 
     (Tel:０３－５６４０－６９００) 



(２)機構図 
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２．人事異動（平成１９年４月１日付） 

 
氏 名 異動後 異動前 

萩原 利彦 取締役 

兼 執行役員 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部長 

兼 公共・流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 

事業本部長 

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 

  ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ部 

    ｱｸｼｽ事業所長 

兼  株式会社ｱｸｼｽ 取締役 

取締役 

兼  執行役員 第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部長

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

兼 第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 営業部長 

兼  株式会社ｱｸｼｽ 取締役 

石崎 克彦 取締役 

兼 執行役員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部長 

兼 内部統制推進室長 

兼  株式会社ｱｸｼｽ 取締役 

取締役 

兼 執行役員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部長 

兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

人材企画推進部長 

兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

ｱｸｼｽ事業所長 

兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

ｱｸｼｽ事業所情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ推進 

ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ  

兼  株式会社ｱｸｼｽ 取締役 

坂本 喜代志 執行役員 

金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

執行役員 第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部長 

兼  株式会社ｿﾌﾄｳｴｱｻｰﾋﾞｽ 取締役 

指方 英範 執行役員 

金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

執行役員 第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部長 

兼  第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 営業部長 

加藤 晃秀 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 副本部長 

兼  ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 

  営業部長 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副本部長 

兼  ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

  ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部長 

飯田 浩司 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 

e-ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

野間 裕史 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 

基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

ｲﾝﾌﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部  

品質企画推進部 

    ｼｽﾃﾑ基盤構築支援 

    ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ  

福嶋 晃三 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進事業本部 

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第四部長 



 
氏 名 異動後 異動前 

五味 史充 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

副本部長 

兼 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

 営業部長 

兼 株式会社保険ｼｽﾃﾑ研究所 

 取締役 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 副本部長 

兼 第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 営業部長 

兼 株式会社保険ｼｽﾃﾑ研究所 取締役

桑田 雅彦 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

副本部長 

兼  株式会社ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 取締役 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 副本部長 

兼  株式会社ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 取締役 

梅野 徹 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第一部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

内山 修 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第二部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

肥田木 優 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

証券ｼｽﾃﾑ部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第六部長 

桒原 孝 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

証券ｼｽﾃﾑ部 担当部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

田中 和弥 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

証券ｼｽﾃﾑ部 担当部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第四部長 

市村 憲一 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

証券ｼｽﾃﾑ部 担当部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第六部長 

堀切 剛 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ部長 

兼  金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

  保険ｼｽﾃﾑ部長 

兼  株式会社保険ｼｽﾃﾑ研究所 

取締役 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部  

ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

兼  株式会社保険ｼｽﾃﾑ研究所 

取締役 

菅原 敦 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ部 担当部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第二部 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

渡辺 徹 金融第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

保険ｼｽﾃﾑ部 担当部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第五部長 

梨本 剛 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

副本部長 

兼  金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

営業部長 

兼  株式会社ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 取締役 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第五部長 

藤井 一成 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第一部長 

ｻｰﾋﾞｽ部門第二ｻｰﾋﾞス担当 

ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

鈴木 修 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第一部 担当部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第四部長 

竹内 圭 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第二部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第六部 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 



 
氏 名 異動後 異動前 

猿渡 雅之 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第二部 担当部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第六部長 

小俣 英俊 金融第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

銀行ｼｽﾃﾑ第三部長 

第三ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

清水 朗 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

副本部長 

兼  ｱｽｺｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社  

取締役 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 副本部長 

兼  第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部  

ｻｰﾋﾞｽ第八部長 

兼  ｱｽｺｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社 

取締役 

福王寺 正彦 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

営業部長 

第二ｻｰﾋﾞｽ事業本部 営業部 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｾｰﾙｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

森川 浩史 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

HR ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第五部長 

高橋 慎二 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

HR ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 担当部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

糸魚川 勝 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ第一部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

広田 民夫 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ第二部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第七部長 

市川 貴之 公共･流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

流通ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

第一ｻｰﾋﾞｽ事業本部 ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

上野 津代志 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 副本部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

人材企画推進部長            

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

品質企画推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

品質企画推進部 

    ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ推進 

ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 品質企画推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

品質企画推進部                

    ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ推進 

ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

佐伯 雪 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部  

技術企画推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部  

技術企画推進部 

    情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ推進  

ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 技術企画推進部長 

持田 敏行 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部  

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 

    購買 ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 

兼  ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ本部 

 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 

    ｼｽﾃﾑ購買 ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 



 
氏 名 異動後 異動前 

髙橋 則弘 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部  

経営企画管理部長 

 

執行役員 社長室長 

兼  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部  

経営企画管理部長 

兼  社長室 ｾｷｭﾘﾃｨｰ管理 

ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

吉野 浩史 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部 経理･財務部長 

兼  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部 

経理･財務部 

    経理 ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

兼  株式会社保険ｼｽﾃﾑ研究所  

監査役 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部 経理･財務部 

経理 ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 
以  上 
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ビジネススタッフ本部

公共ソリューション第二部

流通サービスソリューション部

公共ソリューション第一部

公共・流通サービスソリューション事業本部

営業部

銀行システム第一部

銀行システム第二部

銀行システム第三部

ＨＲソリューション部

経営会議

監査役会

銀行システム第二部

技術企画推進部

人材企画推進部

品質企画推進部

アクシス事業所

経営企画管理

証券システム部

ファンクション部/室事業本部/本部

内部監査室

内部統制推進室

総務総務・人事部

人事

経理

財務

経理・財務部

広報

経営企画管理部コーポレートスタッフ本部

購買

ビジネス管理

ビジネス推進部

情報システム

情報セキュリティー推進

ソフトウェアエンジニアリング推進

プロジェクト推進管理

データセンターサービス部

営業部金融第一ソリューション事業本部

銀行システム第一部

ソリューション推進事業本部 営業部

e-ビジネスソリューション部

基盤ソリューション部

株主総会

取締役会

執行役員社長

カードシステム部

保険システム部

金融第二ソリューション事業本部

営業部


