
各　位
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 ―

取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ本部長　栗原広史

　　　（電話番号　03 - 3437 - 5488）

　平成20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20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20年4月1日付）

(1)　ビジネス開発本部を再編し、ビジネスソリューション部をコンサルティング営業部に改称し、
　　営業本部に移管する。新市場開発部はＩＴコンサルティング部に改称する。
　　また、マーケティング企画部を新設する。
(2)　産業システム事業本部を再編し、産業第一事業部および産業第二事業部を廃止する。エンター
　　プライズソリューション部をビジネス開発本部に移管する。また、産業企画部を新設する。
(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およびネット
　　ワークシステム開発事業部を廃止する。また、ネットワーク企画部を新設する。
(4)　マネジメントサービス事業本部を再編し、ＩＴインテグレーション事業部、ＩＴマネジメント
　　事業部、およびシステムマネジメント事業部を廃止する。ＩＴマネジメント第一部をＩＴイン
　　テグレーション第三部に、ＩＴマネジメント第二部をシステムマネジメント第二部に、システ
　　ムマネジメント第二部をシステムマネジメント第三部に、システムマネジメント第三部をシス
　　テムマネジメント第四部に改称する。さらに、マネジメントサービス企画部を新設する。

執行役員

平成20年2月14日

組織変更および人事異動に関するお知らせ

▽ （営業本部長） 取締役執行役員 西井正昭

▽営業副本部長

安達継巳

▽
（アライアンスソリュー
ション室長）

執行役員金融システム事
業本部長

竹内実

▽ビジネス開発本部長兼
マーケティング企画部長

▽コーポレートスタッフ副
本部長

（コーポレートスタッフ本
部企画部長）

執行役員 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

山下正美

▽営業本部長
執行役員営業本部ソ
リューション営業第二部
長

村井一之

(5)　アライアンスソリューション室を廃止する。ビジネススタッフ本部に国際業務部を新設する。

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

(6)　アライアンス企画室を廃止する。コーポレートスタッフ本部にアライアンス企画部を新設す
　　る。

▽
（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）

執行役員ネットワーク事
業本部長

勝俣雅司

▽生産技術本部長

（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）

執行役員 上野大輔

▽ネットワーク事業副本部
長兼ネットワーク企画部長

（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長）

執行役員 江原良博
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　(2) 部長人事（平成20年4月1日付）

執行役員 大髙浩

▽金融システム事業本部金
融第二部長

柳田泰宏

川勝慎三
▽営業本部ソリューション
営業第三部長

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽執行役員
（ビジネススタッフ本部ビ
ジネスパートナー部長）

原義治

▽ （生産技術本部長）

▽監査室長 （ビジネス開発本部長）

▽営業本部コンサルティン
グ営業部長

（ビジネス開発本部ビジネ
スソリューション部長）

石川暢彦

▽ビジネス開発本部エン
タープライズソリューショ
ン部長

田添博巳

▽ビジネス開発本部ＩＴコ
ンサルティング部長

（ビジネス開発本部新市場
開発部長）

長崎一則

▽産業システム事業副本部
長兼産業第二部長

（産業システム事業本部産
業第二事業部長）

林信幸

▽金融システム事業本部金
融企画部長

下舘浩之

▽ネットワーク事業本部
ネットワークシステム開発
第一部長

（ネットワーク事業本部
ネットワークシステム開発
事業部ネットワークシステ
ム開発第一部長）

小林光治

▽産業システム事業本部産
業第一部長

（産業システム事業本部産
業第一事業部産業第一部
長）

谷博

執行役員 佐久間敏雄

▽産業システム事業本部産
業企画部長

（産業システム事業本部産
業第二事業部エンタープラ
イズソリューション部長）

和田考史

▽産業システム事業本部公
共部長

（産業システム事業本部産
業第二事業部公共部長）

中村敬一

▽産業システム事業本部産
業第三部長

（産業システム事業本部産
業第一事業部産業第三部
長）

島博之

▽ネットワーク事業本部
ネットワークビジネスソ
リューション第一部長

（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
ション第一部長）

大久保茂雄

▽ネットワーク事業本部
ネットワークビジネスソ
リューション第二部長

（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）

阿部成雅

▽ネットワーク事業本部
ネットワークシステム開発
第二部長

（ネットワーク事業本部
ネットワークシステム開発
事業部ネットワークシステ
ム開発第二部長）

佐藤誠

2



以　上

▽マネジメントサービス事
業副本部長兼マネジメント
サービス企画部長

（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）

廣川譲

▽マネジメントサービス事
業本部ＩＴインテグレー
ション第二部長

本田雅広

▽ビジネススタッフ本部ビ
ジネスパートナー部長

（営業本部ソリューション
営業第三部長）

大西正克

▽マネジメントサービス事
業本部システムマネジメン
ト第二部長

田代稔

▽マネジメントサービス事
業本部ＩＴインテグレー
ション第三部長

（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）

石川敏朗

▽コーポレートスタッフ本
部アライアンス企画部長

（アライアンス企画室長） 岩田果

▽コーポレートスタッフ本
部企画部長

（産業システム事業本部産
業第一事業部長兼産業第二
部長）

小林浩利

▽ビジネススタッフ本部国
際業務部長

及川博幸

▽マネジメントサービス事
業本部システムマネジメン
ト第一部長

（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）

矢代正

▽ネットワーク事業本部
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）

鈴木邦男

▽マネジメントサービス事
業副本部長兼システムマネ
ジメント第四部長

（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）

加納稔

▽マネジメントサービス事
業本部ＩＴインテグレー
ション第一部長

（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）

内田勝己

▽マネジメントサービス事
業本部システムマネジメン
ト第三部長

（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）

小暮仁志
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株式会社ＤＴＳ組織図 （平成20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

コンサルティング営業部

ビジネス開発本部 マーケティング企画部

ＩＴコンサルティング部

エンタープライズソリューション部

ハウジングソリューション部

金融システム事業本部 金融企画部

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 産業企画部

株主総会 産業第一部

産業第二部

取締役会 産業第三部

公共部

会長 ネットワーク事業本部 ネットワーク企画部

経営会議 ネットワークビジネスソリューション第一部

社長 ネットワークビジネスソリューション第二部

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 マネジメントサービス企画部

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インテグレーション第三部

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

システムマネジメント第四部

中京支社

関西支社

九州支社

生産技術本部 生産品質部

技術ＳＥ部　

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

国際業務部 大連駐在員事務所

コーポレートスタッフ本部 企画部

広報部

アライアンス企画部

人材開発部

経理部

総務部

ＣＳＲ企画室

監査室

４

監査役会

監査役


