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平成20年 3月 18日 

各  位 

 会 社 名  

 代表者名 代表取締役社長 藤 井  吉 文  

  （コード番号：4687 東証一部） 

 問合せ先 取締役経理部長 岩 田  伸  

  （TEL：03-3350-8111） 
 

組織改編及び人事異動に関するお知らせ  

 

下記のとおり組織改編及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織改編（平成20年 4月 1日付） 

当社は、市場ニーズへの確実な対応、業務効率化の一層の促進に向けて機動的な組織運営を行うた

め、事業本部・事業部制を改編し、統括部・部を本部の直轄とする組織体制といたします。これに伴

い、平成20年 2月 5日に発表いたしました、平成20年 4月 1日付『組織改編及び人事異動に関する

お知らせ』の各本部に、次の各部を新設いたします。 

 

＜営業本部＞ 

営業企画部、第１戦略営業統括部、第２戦略営業統括部、 

金融システム営業統括部、社会システム営業統括部、 

ビジネスパートナー推進部、営業管理部 

＜金融システム本部＞ 

保険システム統括部、第１クレジットシステム統括部、第２クレジットシステム統括部、 

金融ソリューション統括部、バンキングシステム統括部、金融基盤システム統括部 

＜社会情報システム本部＞ 

第１システム統括部、第２システム統括部、方式技術統括部、基盤システム統括部 

＜ソリューション営業本部＞ 

営業企画部、ソリューション営業部 

＜ソリューションサービス本部＞ 

事業推進担当、ＩＴソリューション統括部、モバイルソリューション統括部、 

エンタープライズソリューション統括部 

＜プロジェクトマネジメントビジネス本部＞ 

営業部、企画部 

＜技術開発本部＞ 

品質保証部、戦略情報システム部 

＜経営企画本部＞ 

経営企画部、人事部、経理部 

＜経営管理本部＞ 

総務部、法務部、内部統制推進部 
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２．人事異動 

１） 役員の異動（平成20年 4月 1日付） 

 新 職 氏 名 現 職 

 執行役員 

技術開発本部 副本部長 

ソリューションサービス本部 

モバイルソリューション統括部長兼務 

岡部 幸弘 
執行役員 

先端技術ビジネス本部 副本部長 

同本部 モバイル事業部長兼務 

 

２） 人事異動（平成20年 4月 1日付） 

 新 職 氏 名 現 職 

 【営業本部】   

 
第１戦略営業統括部長 石山 順悦 

社会情報システム事業本部 営業統括部長 

同本部 法人ビジネス事業部 

法人ビジネス統括部長兼務 

 

第２戦略営業統括部長 倉田 清二 

先端技術ビジネス本部 
システム技術事業部 
ネットワークシステム統括部長 

同本部 
システム技術事業部 営業部長兼務 

 金融システム営業統括部長 浅瀬石 公司 金融システム事業本部 営業統括部長 

 社会システム営業統括部長 北川 和義 営業本部 営業推進部長 

 【金融システム本部】   

 
保険システム統括部長 石井 晶 

金融システム事業本部 

保険システム事業部 

保険システム統括部長 

 第１クレジットシステム統括部長 海老原 孝士 
金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部長 

 
第２クレジットシステム統括部長 瓜生 力 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 

クレジットシステム統括部 担当部長 

 
金融ソリューション統括部長 鈴木 清美 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 

クレジットシステム統括部長 

 
バンキングシステム統括部長 熊田 幸一 

金融システム事業本部 

金融システム事業部長 

同事業部 金融システム統括部長兼務 

 【社会情報システム本部】   

 
第１システム統括部長 村上 裕二 

社会情報システム事業本部 

公共システム事業部 

営業部 担当部長 

 

第２システム統括部長 石井 茂 

社会情報システム事業本部 

社会基盤システム事業部 

社会基盤システム統括部 

第２システム部 担当部長 

 

方式技術統括部長 長田 剛 

社会情報システム事業本部 

社会基盤システム事業部 

社会基盤システム統括部 

第３システム部 担当部長 
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 新 職 氏 名 現 職 

 【ソリューション営業本部】   

 営業企画部長 磯谷 修平 
理事 

先端技術ビジネス本部 ユビキタス企画部長 

 【ソリューションサービス本部】   

 オンデマンドビジネス推進部長 副島 樹一 
社会情報システム事業本部 

事業推進部長 

 
ソリューションビジネス推進部長 吾妻 則幸 

先端技術ビジネス本部 

ソリューション事業部 

ＥＡソリューション統括部長 

 
エンタープライズソリューション統括部長 小林 裕嘉 

先端技術ビジネス本部 

ソリューション事業部 

ソリューション企画部長 

 【プロジェクトマネジメントビジネス本部】   

 ＰＭＳ戦略部長 

ソリューション営業本部 

技術部長 兼務 
窪田 文啓 営業本部 部長 技術担当 

 【経営企画本部】   

 経営企画部長 大垣 剛 経理部 担当部長 

 

人事部長 笠川 克彦 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 

クレジットシステム統括部 

第４システム部 担当部長 

営業本部 

ビジネスパートナー推進部 担当部長兼務 

 経理部長 宮田 考志 人事部長 

 【経営管理本部】   

 内部統制推進部長 矢野 晴彦 コンプライアンス推進室長 

 

 

以 上 
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