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子会社（株式会社ＣＳＫシステムズ）の役員の異動および 

機構改革・人事異動のお知らせ 
 
 

当社子会社の株式会社ＣＳＫシステムズは、下記のとおり役員の異動および機構改革・人事異

動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 

１．役員の異動 （平成 20 年４月１日付）  

 

新職 ※（ ）内は継続職 旧職 氏 名 

退任 取締役会長 坂川  真 

退任 取締役副社長 鈴木 正彦 

退任 監査役 石原 正之 

退任 監査役 熊崎 龍安 

監査役 － 土倉 茂浩 

監査役 － 岡田 智之 

常務執行役員 

製造・通信・流通・サービス担当 

通信グループ統括担当 

－ 中西  毅 

執行役員 

事業化推進・アウトソーシング担当 

事業化推進部 

統括担当付部長  
高橋  訓 

執行役員 

プロジェクト支援部統括担当 

（プロジェクト支援部長） 

プロジェクト支援部副統括担当 

プロジェクト支援部長 
水村 壽和 
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２. 機構改革および人事異動（平成 20 年４月１日付） 

 

（１） 機構改革の概要  

① クロスインダストリグループ 

ソリューショングループを「クロスインダストリグループ」へ改称し、「フロントサー

ビス開発部」、「エンタープライズサービス開発部」、「WEB サービス開発部」、「ソリュ

ーション営業部」を設置する。 

 

② 通信グループ 

第一営業部と第二営業部を統合し、「営業部」を設置する。 

 

③ 製造グループ 

流通・サービス第二グループの機能を「製造グループ」に移管し、営業部を「第一営

業部」へ改称、新たに「第二営業部」、「第四開発部」、「開発センター」を設置する。 

 

④ 流通・サービス第二グループ 

流通・サービス第三グループを「流通・サービス第二グループ」へ改称する。 

 

⑤ 流通・サービス業務アウトソーシンググループ 

推進力の強化のために、サービス企画推進部を「サービス事業推進部」に統合する。 

 

⑥ 生損保グループ 

「第三開発部」を設置する。 

 

⑦ アプリケーション・テクノロジー・センター 

「アプリケーション・テクノロジー・センター」を設置する。 

 

⑧ 金融業務ソリューショングループ 

金融業務アウトソーシンググループを「金融業務ソリューショングループ」へ改称す

る。また、金融業界向け戦略的営業の実践のため、営業推進部を廃止し、「営業部」を

設置する。 

 

⑨ 銀行グループ 

開発部を「第一開発部」と「第二開発部」に分割する。 

 

⑩ 西日本金融グループ 

「営業部」を設置する。 

 

⑪ ファシリティ部 

グループのファシリティマネジメント機能の強化と集約を実施するため、株式会社Ｃ

ＳＫ－ＩＴマネジメントへ事業移管する。 
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（２）機構改革にともなう人事異動 

 

新職 ※（ ）内は継続職 旧職 氏 名 

オフショア・ニアショア推進担当 

（執行役員） 

執行役員 

プロジェクト支援部統括担当 
水野  隆 

金融担当 

（執行役員、信託グループ統括担当、 

銀行グループ統括担当） 

執行役員 

信託グループ統括担当 

銀行グループ統括担当 

工藤 敏晃 

人材育成・グループ情報基盤担当 

（執行役員（技術担当）） 
執行役員（技術担当） 海前 忠司 

アプリケーション・テクノロジー・セン

ター統括担当 

（執行役員、生損保グループ統括担当）

執行役員 

生損保グループ統括担当 
白寄 徹男 

プロジェクト支援部副統括担当 

流通・サービス第二グループ副統括担当

流通・サービス第二グループ 

ＡＳＰサービス部長 

流通・サービス第二グループ統括担当 塩見 昌一 

クロスインダストリグループ 

統括担当 

クロスインダストリグループ 

ソリューション営業部長 

ソリューショングループ統括担当 田邉 博道 

通信グループ副統括担当 通信グループ統括担当 山野  晃 

流通・サービス第二グループ統括担当 流通・サービス第三グループ統括担当 高橋  貢 

金融業務ソリューショングループ 

統括担当 

金融業務ソリューショングループ 

営業部長 

（生損保グループ副統括担当） 

金融業務アウトソーシンググループ 

統括担当 

生損保グループ副統括担当 

古日山 均 

経営管理部長 
ソリューショングループ 

エンタープライズサービス開発部長 
蔦谷 洋輔 

クロスインダストリグループ 

エンタープライズサービス開発部長 
－ 佐藤 圭史 

クロスインダストリグループ 

ＷＥＢサービス開発部長 
－ 梅田 昭仁 

通信グループ 

営業部長 

通信グループ 

第一営業部長 
飯島 宏和 

製造グループ 

第一営業部長 

製造グループ 

営業部長 
澤田 邦彦 
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新職 ※（ ）内は継続職 旧職 氏 名 

製造グループ 

第二営業部長 

流通・サービス第二グループ 

営業部長 
神保 善弘 

製造グループ 

第四開発部長 

流通・サービス第二グループ 

第一開発部長 
根本 世紀 

製造グループ 

開発センター部長 
－ 森  辰康 

流通・サービス第一グループ 

第一営業部長 

流通・サービス第一グループ 

第一営業部副部長 
後藤 徳政 

流通・サービス第二グループ 

営業部長 

流通・サービス第三グループ 

営業部長 
中沢 隆幸 

生損保グループ 

第三開発部長 
－ 大塚  学 

アプリケーション・テクノロジー・セン

ター部長 
－ 末永 薫嗣 

金融業務ソリューショングループ 

サービス部長 

金融業務アウトソーシンググループ 

サービス部長 
根本 雅俊 

銀行グループ 

第一開発部長 

（銀行グループ副統括担当） 

銀行グループ副統括担当 

銀行グループ 

開発部長 

銀行グループ 

新銀行システムプロジェクト部長 

堀中 一郎 

銀行グループ 

第二開発部長 
－ 小川 国秀 

銀行グループ 

新銀行システムプロジェクト部長 

銀行グループ 

新銀行システムプロジェクト副部長 
前田 雅英 

西日本金融グループ 

営業部長 

（西日本金融グループ統括担当、生損保

グループ副統括担当） 

西日本金融グループ統括担当 

生損保グループ副統括担当 
山本 香也 

経理部副部長 経理部部長代行 中園 真夫 

プロジェクト支援部副部長 － 瀧澤 正光 

プロジェクト支援部副部長 － 田上 裕二 

流通・サービス第二グループ 

営業部付部長 

流通・サービス第三グループ 

営業部付部長 
松崎 敏之 

流通・サービス第二グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 

流通・サービス第三グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 
菊地 弘太郎 
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新職 ※（ ）内は継続職 旧職 氏 名 

流通・サービス第二グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 

流通・サービス第三グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 
新井 健之 

流通・サービス第二グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 

流通・サービス第三グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 
鈴木 一弘 

流通・サービス第二グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 

流通・サービス第三グループ 

ＡＳＰサービス部付部長 
永島  誠 

信託グループ 

開発部副部長 
－ 堀江 旬一 

銀行グループ 

第一開発部副部長 
－ 須黒  彰 

西日本金融グループ 

営業部副部長 
－ 加藤  太 

 

 

以 上 

  5 


