
平成 20 年 5 月 12 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 上 原  伸夫 
 （TEL. 03-6713-6160） 

 
 

代表取締役の異動、取締役の異動ならびに執行役員の選任に関するお知らせ 
 
当社は、平成20 年5 月12 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の 

異動を実施することを内定し、また執行役員の選任を決定いたしましたので、お知らせいたします。 
取締役の異動につきましては、平成20年6 月25日開催予定の第33 回定時株主総会およびその後の 
取締役会の決議を経て正式決定される予定です。 
 
 

記 
 
 
１． 代表取締役の異動（6 月 25 日付予定） 
 
(１) 異動の内容 

【退任予定代表取締役】 
氏名 現職 

古川 英昭 
（ふるかわ ひであき） 

代表取締役 
高経営責任者 

 
(２) 異動の理由等 
当社代表取締役 高経営責任者古川英昭は、平成 20 年 6 月 25 日開催の第 33 回定時株主総会終 

結の時をもって任期満了につき、代表取締役ならびに 高経営責任者を退任するものであり、同日 
付で当社特別顧問に就任予定であります。 
なお、本異動により、当社の代表取締役は、水野紘一 1 名となります。 

 
(３) 異動予定日 

平成 20 年 6 月 25 日 
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２． その他の取締役の異動（6 月 25 日付予定） 
(１) 新任取締役候補 

氏名 新職 現職 
梅沢 幸之助 

（うめざわ こうのすけ） 
取締役 常務執行役員 

吉本 敦 
（よしもと あつし） 

取締役 常務執行役員 

(注) 1. 梅沢幸之助は、常務執行役員を退任予定。 
 2. 吉本敦は、常務執行役員を退任予定。また株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社

長を退任し、同社取締役（非常勤）に就任予定。 
 
(２) 退任予定取締役 

氏名 現職 
桜井 仁司 

（さくらい ひとし） 
取締役 

(注) 桜井仁司は、6 月 25 日付で当社常務執行役員に就任予定。 

 
(３) 役付取締役の選任ならびに取締役の担当および委嘱の変更 

氏名 新職 現職 

水野 紘一 
(みずの こういち) 

代表取締役社長 （再任） 
高経営責任者 

兼 高執行責任者 

代表取締役社長 
高執行責任者 

 

岩田 晴夫 
(いわた はるお) 

専務取締役  （昇任） 
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 
(株式会社ブレイニーワークス代表取締役) 

常務取締役 
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 
 

福山 章弘 
(ふくやま あきひろ) 

専務取締役  （昇任） 
チーフ・カスタマー・オフィサー(CCO) 
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) 
営業統括室担当 

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) 
営業統括室担当 

笠 健児 
(りゅう けんじ) 

常務取締役  （昇任） 
チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO) 
事業推進本部担当 

取締役 
チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO) 
事業推進本部担当 
事業推進本部長委嘱 

上原 伸夫 
(うえはら のぶお) 

常務取締役  （昇任） 
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー(CAO) 
グループ会社統括 
経営計画室、管理本部、西日本支社担当 

取締役 
グループ会社統括 
経営計画室、管理本部担当 
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氏名 新職 現職 

市川 建志 
(いちかわ けんじ) 

常務取締役  （昇任） 
チーフ・リソーセズ・オフィサー(CRO) 
カスタマー・リレーションシップ・ディレクター(CRD) 
コーポレート IT 室、 
エンタープライズソリューション事業部、 
製造ソリューション事業部担当 

取締役 
カスタマー・リレーションシップ・ディレクター(CRD) 
コーポレート IT 室、 
金融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事業部、 
ビジネスソリューション事業部、 
製造ソリューション事業部担当 

梅沢 幸之助 
(うめざわ こうのすけ) 

取締役  （新任） 
金融ソリューション事業部、 
ビジネスソリューション事業部担当 

常務執行役員 
金融ソリューション事業部、 
ビジネスソリューション事業部担当補佐 

吉本 敦 
(よしもと あつし) 

取締役  （新任） 
製造ソリューション事業部長委嘱 

常務執行役員 
製造ソリューション事業部長 
(株式会社アイティアイディコンサル

ティング代表取締役社長) 
中本 祥一 

(なかもと しょういち) 
取締役（非常勤） （再任） 同左 

(注)  1. チーフ・カスタマー・オフィサーは、グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける

顧客とのリレーションの維持・拡大等、営業活動全般を統括する。CCO は英文表記 Chief Customer 

Officer の略。 

2. カスタマー･リレーションシップ・ディレクターは、グループ全体 適の観点から、戦略顧客に対す

るグループ会社・事業部横断的なリレーションシップ構築を担当する。CRD は英文表記 Customer 

Relationship Director の略。 

3. チーフ・テクノロジー・オフィサーは、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

進の指揮を実施する。CTO は英文表記 Chief Technology Officer の略。 

4. チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサーは、グループ全体 適の観点から、当社およびグル

ープにおける経営管理・管理部門に関する事項を統括する。CAO は英文表記 Chief Administrative 

Officer の略。 

5. チーフ・リソーセズ・オフィサーは、グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける

技術部門の要員等の技術リソースについて、その 適化を統括する。CRO は、英文表記 Chief 

Resources Officer の略。 

6. 吉本敦は、株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長を退任し、同社取締役（非

常勤）に就任予定。 

  
３． 執行役員の選任（6 月 25 日付予定）  【 】内は執行役員役職（任期は平成 21 年 3 月 31 日まで） 

氏名 新職 現職 

水野 紘一 
(みずの こういち) 

代表取締役社長 
【 高経営責任者 （新任） 

兼 高執行責任者】   

代表取締役社長 
【 高執行責任者】 
 

桜井 仁司 
(さくらい ひとし) 

【常務執行役員】 （新任） 
西日本支社長 
兼 製造ソリューション事業部担当補佐 

取締役 
西日本支社長 
兼 製造ソリューション事業部担当補佐 

木内 忠 
(きうち ただし) 

【執行役員】  （新任） 
事業推進本部長 

事業推進本部担当役員補佐 

以上 
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