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平成21年2月25日 

各  位 

 

上場会社名 日本ユニシス株式会社    

代表者名  代表取締役社長 籾井 勝人 

（コード番号 8056 東証第1部） 

問合せ先  広報部長    大友 勝博 

（TEL.03-5546-4111）    

 
日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：籾井 勝人、以下 日本ユニシス）とユニアデックス

株式会社（本社：東京都江東区、社長：高橋 勉、以下 ユニアデックス）は、下記の通り、機構改革

と人事異動を行います。 
 

  Ⅰ．日本ユニシス株式会社 
     人事異動（2009年3月1日） 

◆ 組織長人事 （第一事業部門、第三事業部門、SW&サービス部門、経営企画部） 
 

     機構改革（2009年4月1日） 
 

     取締役人事異動（2009年6月予定） 
◆ 代表取締役人事（本年6月開催予定の株主総会、取締役会で承認、正式決定予定） 

      ◆ 取締役・監査役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 
人事異動（2009 年 4 月 1 日） 

◆ 執行役員人事 
◆ 組織長人事 （第一事業部門、第二事業部門、第三事業部門、第四事業部門、 

SW&サービス部門、ソフトウェア検査部、技術統括部、総合技術研究所、 
ICTサービス部門、財務部、人事部、支社・支店） 

       ◆ 子会社社長人事（日本ユニシス・エクセリューションズ、国際システム） 
◆ 子会社取締役・監査役人事（USOLホールディングス） 

 
  Ⅱ．ユニアデックス株式会社 

取締役人事異動（2009 年 6 月予定） 

◆ 取締役・監査役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 
     人事異動（2009年4月1日） 

◆ 執行役員人事 
 

Ⅰ．日本ユニシス株式会社 

日本ユニシスグループは、高収益企業を目指し、「サービス体制の強化」による品質や採算性

の向上、および成長の加速化に向けた「ICT（Information and Communication Technology）事業

体制の強化」を重点的に取り組んでいます。 
 
 
 

Administrator
スタンプ
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【人事異動】 発令日 2009年3月1日 
◆ 組織長人事  
 
◆第一事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
金融第三事業部 副事業部長 金融アウトソーシングセンタ

ー S-BITS適用統括PM 
 葛谷 幸司 

◆第三事業部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

官公庁事業部長 金融第三事業部 副事業部長  柴田 光宏 
◆SW&サービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
SW&サービス本部長 SW&サービス本部 副本部長 執行役員 清川 幸三 
◆経営企画部 

新職 旧職 継続職 氏名 
経営企画部長 SW&サービス本部長 執行役員 黒川 茂 
 
なお、篠原 雅は兼務職の経営企画部長を解除し第一事業部門副部門長、秋山 眞は兼務職の官公庁事

業部長を解除し執行役員第二事業部門副部門長とする。 
 

【機構改革】  発令日 2009 年 4 月 1 日 
 

（1）事業企画機能の設置 
・担当マーケットに対するビジネス戦略強化を目的とし、各事業部門に企画部（「第一企画部」、

「第二企画部」、「第三企画部」、「第四企画部」）を新設する。 
 

（2）システム部門の統合 
・システム部門の効率化／管理の一元化を目的とし、エアラインシステムプロジェクトの開

発チームおよびグループ IT 推進部を再編し、グループ内システムの構築・導入・運用機能

を SW&サービス本部内に移動する。エアラインシステムプロジェクトの営業チームは、第

四事業部門内で「エアライン事業部」として編成する。 
 
・プロジェクトセントリックのさらなる推進のため、プロジェクトのリソース、品質、進捗を

管理する機能をシステムサービス推進部から分離し、SW&サービス部門内に「プロジェクト

マネジメント部」として配置する。 
 
・以上により、SW&サービス部門は、「SW&サービス本部」、「共通利用技術部」、「システム

サービス推進部」、「プロジェクトマネジメント部」、「ソリューション開発部」、「金融アウト

ソーシングセンター」、「エアラインシステムプロジェクト」の7部編成とする。 
 
・以上により、第四事業部門は、「エネルギー事業部」、「サービスインダストリ事業部」、

「エアライン事業部」、「第四企画部」の4部編成とする。 
 

（3）ビジネス開発の統合強化 
・ビジネス開発機能の強化統合を目的として、ビジネス創出センターをビジネスディベロッ

プメントセンター（BDC）に統合する。また、三井物産関連プロジェクト部の機能をBDC
に移管する。 
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（4）技術部門の再編成 
・日本ユニシスグループの技術企画・戦略立案を実施する「技術統括部」を新設する。 
 
・総合技術研究所内の.NET センターおよび OSS センターを改編し、新技術をビジネス視点

で評価する「新技術評価センター」を新設する。 
 
・以上により、総合技術研究所は、「先端技術部」、「知財活用センター」、「新技術評価セン

ター」の3部編成とする。 
 

（5）ICTサービスの強化 
・「ICTサービス部門」を新設し、ICTサービス本部と新設の「ICTサービス基盤開発部」を

配置する。 
 

（6）品質保証の強化 
・開発ソフトウェアの品質保証を推進するため、「ソフトウェア検査部」を新設する。 
 

【取締役人事異動】 

◆代表取締役人事 

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしました。なお本人事は、本年 6 月

開催予定の第65回定時株主総会ならびに取締役会で承認され、正式決定される予定です。 
【新任】                                                                （ ）内は現在の役職 

 ▽代表取締役専務執行役員（当社監査役)  宮崎 俊一 
     生年月日      昭和23年2月11日生 

略   歴   昭和45年 4月 三井物産株式会社入社 

平成10年 5月 同社情報産業総括部長 

平成12年10月 同社プラント・プロジェクト本部長補佐 

平成13年 4月 同社電機・プラントプロジェクト本部長補佐 

平成14年 1月 同社生活産業総括部長 

平成14年 4月 同社執行役員生活産業総括部長 

平成17年 4月 同社常務執行役員内部監査部長 

平成20年 3月 同社退任 

平成20年 6月 当社常勤監査役（現） 

 

◆取締役・監査役人事 

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしました。なお本人事は、本年 6 月

開催予定の第65回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。 
 

（ ）内は現在の役職 
【新任】 
▽取締役〔非常勤〕（三井物産株式会社 常務執行役員） 大前 孝雄 
▽取締役〔非常勤〕（三井物産株式会社 執行役員） 名倉 修治 
▽監査役 （三井物産株式会社 理事） 池 英治 

 
【退任】 
▽取締役 柏木 直哉 [6月任期満了後顧問に就任予定] 
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▽取締役 佐伯 基憲 [6月任期満了後顧問に就任予定] 
▽取締役〔非常勤〕 副島 利宏 [6月任期満了後に退任予定] 
▽取締役〔非常勤〕 高橋 修 [6月任期満了後に常務執行役員に就任予定] 
なお、柏木 直哉、佐伯 基憲の両名は 3 月末日をもって、代表取締役を辞任し、取締役となると

ともに常務執行役員を任期満了退任予定。 
  

【人事異動】 発令日 2009年4月1日 

 
◆執行役員人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
副社長執行役員 専務執行役員  白鳥 惠治 
副社長執行役員 専務執行役員  福永 努 
専務執行役員 常務執行役員  鈴木 郊二 
常務執行役員 
SW&サービス部門 副部門長 

執行役員 
SW&サービス本部長 

 清川 幸三 

執行役員 
第一企画部長 

 第一事業部門 副

部門長 
篠原 雅 

執行役員 
第二企画部長 

流通事業部長 第二事業部門 副

部門長 
伊地知 吉徳

執行役員 
SW&サービス本部長 

SW&サービス本部 本部長補

佐 
 山田 正志 

執行役員  金融アウトソーシ

ングセンター長 
向井 丞 

なお、白鳥 惠治、福永 努、鈴木 郊二の3名は代表取締役を継続する。 
 

【退任】（3月任期満了後に退任予定） 
▽上席執行役員 丸山 修 [4月1日付けをもって理事に就任予定] 
▽執行役員 小林 正己 [4月1日付けをもって理事に就任予定] 

 
◆ 組織長人事  
 
◆第一事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
金融第一事業部長 サービスインダストリ事業部

長 
 天野 進 

 
◆第二事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
第二事業部門長  上席常務執行役員 平岡 昭良 
流通事業部長 流通事業部 副事業部長  齊藤 昇 
 
◆第三事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
第三企画部長  執行役員 

第三事業部門 副

部門長 

秋山 眞 
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◆第四事業部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

第四事業部門長 第二事業部門長 常務執行役員 原田 陽一 
理事 第四事業部門 部門長補

佐 
執行役員 
エネルギー事業部長 

 小林 正己 

新職 旧職 継続職 氏名 
エネルギー事業部長 日本ユニシス・エクセリュー

ションズ 代表取締役社長 
 山本 敏郎 

サービスインダストリ事業部長 ビジネス創出センター長  八田 泰秀 
エアライン事業部長 エアラインシステムプロジェ

クト 副部長 
 永井 和夫 

第四企画部長  執行役員 
第四事業部門 副

部門長 

田﨑 稔 

 
◆SW&サービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
SW&サービス本部 副本部長 SW&サービス本部金融第二統

括PM 
 橋本 博文 

SW&サービス本部 副本部長 SW&サービス本部 本部長補

佐 
 岡田 正之 

SW&サービス本部 副本部長 SW&サービス本部 本部長補

佐 
 笹尾 忍 

SW&サービス本部 副本部長 SW&サービス本部 本部長補

佐 
 石山 耕一 

共通利用技術部長 OSSセンター長  吉野 良成 
プロジェクトマネジメント部長 SW&サービス本部 本部長補

佐 
 久保田 稔 

エアラインシステムプロジェク

ト部長 
第四事業部門 エアラインシ

ステムプロジェクト部長 
常務執行役員 井上 茂 

 
◆ソフトウェア検査部 

新職 旧職 継続職 氏名 
ソフトウェア検査部長   清水 達夫 
 
◆技術統括部 

新職 旧職 継続職 氏名 
技術統括部長  執行役員 

総合技術研究所長 
小川 豊 

技術統括部 副部長 .NETセンター長  白井 久美子 
 
◆総合技術研究所 

新職 旧職 継続職 氏名 
新技術評価センター長 システムサービス推進部 リ

ソース・マネジメント室長 
 福地 修一 
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◆ICTサービス部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

ICTサービス部門長  常務執行役員 
ICT サービス本部

長 

角 泰志 

ICTサービス部門 副部門長 九州支社長 兼 
USOL九州 代表取締役社長 

執行役員 岡部 長栄 

ICTサービス基盤開発部長 共通利用技術部長 理事 福島 康夫 
◆財務部 

新職 旧職 継続職 氏名 
財務部長   加藤 邦之 
◆人事部 

新職 旧職 継続職 氏名 
人事部長   執行役員 太田 保明 
◆支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
九州支社長 兼 USOL 九州 

代表取締役社長 
東北支店長 兼 USOL 東北

代表取締役社長 
 吉岡 哲郎 

東北支店長 兼 USOL 東北 

代表取締役社長 
  伊藤 彰恭 

北陸支店長 ゼネラルビジネス事業部 関

西営業部長 
 高本 邦夫 

 
◆子会社社長人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
日本ユニシス・エクセリューシ

ョンズ 代表取締役社長 
自動車・製造工業事業部 製

造工業営業部長 
 石原 邦夫 

国際システム 代表取締役社長   清水 正剛 
 
◆子会社取締役・監査役人事 
 

USOLホールディングス 
【役員人事】 発令日 2009年4月1日 

（ ）内は現在の役職 
【新任】 
▽常務取締役（日本ユニシス株式会社 執行役員） 清川 幸三 
【退任】 
▽取締役 馬場 正存 [3月末に辞任、4月1日付けをもって顧問に就任予定] 
 
本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしました。なお本人事は、本年 6 月

開催予定の第2回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。 
 
【新任】                               （ ）内は現在の役職 
▽監査役[非常勤]（日本ユニシス株式会社 常務執行役員） 龍野 隆二 [6月株主総会で就任予定] 
【退任】 
▽監査役 中西 久和 [6月株主総会で辞任、顧問に就任予定] 
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Ⅱ．ユニアデックス株式会社 

【取締役人事異動】 
 
◆ 取締役／監査役人事 

本人事は、本年6月開催予定の第12回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。 

（ ）内は現在の役職 

【新任】 

取締役（日本ユニシス株式会社 財務部長）           小谷 功 

取締役〔非常勤〕（日本ユニシス株式会社 常務執行役員）  角 泰志 

監査役（日本ユニシス株式会社 執行役員 エネルギー事業部長） 小林 正己 

 

【退任】（6月任期満了退任予定） 

取締役 相田 誠二郎[6月任期満了後顧問に就任予定] 

取締役〔非常勤〕    加藤 俊彦 

監査役   吉川 誠[6月任期満了後顧問に就任予定] 

なお、相田 誠二郎は 3 月末日をもって、代表取締役を辞任し、取締役となるとともに常務執行役員を

任期満了退任予定。 
 
 

 

【人事異動】 発令日 2009年4月1日 
 

◆ 執行役員人事 
新職 旧職 継続職 氏名 

常務執行役員 

 

執行役員 

 

ファシリティ事業

グループ長 

勝田 幸雄 

執行役員 

 

日本ユニシス  

財務部長  

 小谷 功 

執行役員 

マネジメントサービス事業部長 

マネジメントサービス統括部

長 

 薮田 裕子 

 

【退任】（3月任期満了退任予定） 

常務執行役員プロダクト事業グループ長  蛯子 斌博[4月1日付けをもって顧問に就任予定] 

 
 
 
 
 
 
＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

日本ユニシス株式会社 広報部 報道グループ 小林 

電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
 


