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平成 21 年 2 月 27 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 常 務 取 締 役 上原 伸夫 
 （TEL. 03-6713-6160） 

 
組織機構改革、取締役の担当・委嘱変更、執行役員の選任等および人事異動について 

 
当社は、平成 21 年 4 月 1 日付で、組織機構改革、取締役の担当・委嘱変更、執行役員の選任等お

よび人事異動を実施することを決定いたしました。すでに 2 月 1 日付で実施済みの組織改編および

人事異動も併せ、下記のとおり、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 組織機構改革 
（１） 事業部編成における組織改編 

ビジネスイノベーション本部を新設し、現行の２本部・５事業部制を３本部・５事業部制と

する。 
 
ビジネスイノベーション本部について 
変化する市場環境、多様化する顧客ニーズに柔軟かつ迅速に応えるため、現状の事業部組織

を補完し、当社グループ横断的なソリューションやサービスの提供を推進する組織体として

ビジネスイノベーション本部を設置する。顧客企業に対する営業機能、コンサルティング機

能に加え、M&A や資本提携なども視野に入れた新規事業領域の開発や戦略的パートナー開

発、グループ内のマーケティング、及び中国・アジアにおける事業を統括する機能を備える。 
 

（２） 直轄部門、本部、事業部内における組織改編 
① 直轄部門 

a. 内部統制推進室を改称し、統合リスク管理室とする。 
b. 営業統括室を廃止し、当該機能をビジネスイノベーション本部マーケティング統括室に

移管する。 
 

② 管理本部 
a. 主要グループ各社の経理・調達業務を統合し、一括処理を行う部署として、グループ会社業

務部を新設する。（平成 21 年 2 月 1 日付） 
b. 従業員の健康管理体制強化のため、人事部の当該機能を独立させ、健康管理室を新設す

る。 
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③ 事業推進本部 
a. 事業推進本部長特命事項担当部署として、計画推進部を新設する。 
b. 新規事業開発室は、株式会社 ISID アドバンストアウトソーシングの設立（2009 年 4 月

1 日営業開始予定）に伴い、解消する。 
（株式会社 ISID アドバンストアウトソーシングに関しては、平成 21 年 2 月 27 日付当社

発表資料「子会社の設立に関するお知らせ」をご参照ください） 
 

④ ビジネスイノベーション本部 
a. 東日本営業部、中部営業部、西日本営業部、ソリューションコンサルティング部、マーケテ

ィング統括室、アジア・中国室、および戦略事業開発室を新設する。 
 

⑤ 金融ソリューション事業部 
a. IntraLinks 社の VDR(Virtual Data Room)サービスのマーケティングおよび営業専任部署と

して、VDR マーケティング部を新設する。 
b. 金融営業 1 部を分割し、金融営業 1 部および金融営業 2 部とする。これに伴い、現在の金融

営業 2 部および金融営業 3 部はそれぞれ、金融営業 3 部および金融営業 4 部に改称する。 
 

⑥ エンタープライズソリューション事業部 
a. 戦略ビジネス室を廃止する。同室の営業機能は、エンタープライズソリューション営業

部に、開発機能はコンサルティング 2 部に、それぞれ移管する。 
b. エンタープライズソリューション営業 1 部を改称し、エンタープライズソリューション

営業部とする。 
c. エンタープライズソリューション営業 2 部を廃止し、当該機能をビジネスイノベーショ

ン本部中部営業部に移管する。 
d. コンサルティング 7 部を廃止する。同部の機能は株式会社 ISID アドバンストアウトソー

シングに移管する。 
 

⑦ ビジネスソリューション事業部 
a. 事業企画機能を強化するため、BS 事業企画管理部より当該機能を独立させ、BS 事業企

画部を新設する。 
b. BS 事業企画管理部は、BS 事業管理部に改称する。 
c. グループ経営コンサルティング 1 部の一部機能と西日本ビジネスソリューション部の技

術機能を移管し、グループ経営コンサルティング 2 部を新設する。これに伴い、現在の

グループ経営コンサルティング 2部は、グループ経営コンサルティング 3部に改称する。 
d. ビジネスソリューション営業 1 部の東海地区担当機能を、ビジネスイノベーション本部

中部営業部に移管する。 
e. 西日本ビジネスソリューション部を廃止し、同部の営業機能はビジネスイノベーション

本部西日本営業部に移管する。 
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⑧ 製造ソリューション事業部 
a. プロダクトサポート 1 部およびプロダクトサポート 2 部を、それぞれプロダクトソリュ

ーション 1 部およびプロダクトソリューション 2 部に改称する。 
 

⑨ コミュニケーション IT 事業部 
a. 事業企画機能を強化するため、CIT 事業企画部を新設する。 
b. 戦略システム開発部、基幹システム開発部、および IT コンサルティング 2 部の一部機能

を統合し、システム開発部を新設する。 
c. IT コンサルティング 1 部、および IT コンサルティング 2 部の一部機能を統合し、IT コ

ンサルティング部を新設する。 
d. IT コンサルティング 2 部は廃止する。 



 4 

２． 取締役の担当・委嘱変更（変更のある取締役のみ） 
氏名 新 現 

福山 章弘 

(ふくやま あきひろ) 

専務取締役   
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) 
ビジネスイノベーション本部、 
金融ソリューション事業部、 
コミュニケーション IT 事業部担当 
ビジネスイノベーション本部長委嘱 
(株式会社 ISID アドバンストアウトソー

シング代表取締役) 

専務取締役   
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 
 

笠 健児 

(りゅう けんじ) 

常務取締役   
チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO) 
特命事項担当 

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

上原 伸夫 

(うえはら のぶお) 

常務取締役   
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー(CAO) 
管理本部、西日本支社担当 

常務取締役   
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、 
コーポレートコミュニケーション室、 
管理本部、西日本支社担当 

市川 建志 

(いちかわ けんじ) 

常務取締役   
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、 
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 

常務取締役   
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 

梅沢 幸之助 

(うめざわ こうのすけ) 

取締役   
グループ会社統括 
経営計画室、 
コーポレートコミュニケーション室、 
統合リスク管理室、事業推進本部担当 

取締役   
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 

吉本 敦 

(よしもと あつし) 

取締役   
製造ソリューション事業部長委嘱 
兼ビジネスイノベーション本部担当補佐 

取締役   
製造ソリューション事業部長委嘱 

岩田 晴夫 

(いわた はるお) 

取締役（非常勤） 
(株式会社ブレイニーワークス代表取

締役社長) 
(株式会社 ISID テクノソリューション

ズ代表取締役社長) 

専務取締役 
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 
(株式会社ブレイニーワークス代表取締役) 
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３． 執行役員の選任等（任期は平成 22 年 3 月 31 日まで） 【】内は執行役員役職 
氏名 新 現 

水野 紘一 

(みずの こういち) 

【最高経営責任者       (再任) 
兼最高執行責任者】  （同左） 

鈴木 廣太郎 

(すずき ひろたろう) 

【常務執行役員】      (再任) 
コミュニケーションＩＴ事業部長 （同左） 

桜井 仁司 

(さくらい ひとし) 

【常務執行役員】      (再任) 
西日本支社長 
兼ビジネスイノベーション本部 
 西日本営業部長 

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

小林 明 

(こばやし あきら) 

【常務執行役員】      (再任) 
金融ソリューション事業部長 （同左） 

小谷 繁弘 

(こたに しげひろ) 

【常務執行役員】      (昇任) 
エンタープライズソリューション事業部長 
兼ビジネスイノベーション本部 
 本部長補佐 

【執行役員】 
エンタープライズソリューション事業部長 

木内 忠 

(きうち ただし) 

【執行役員】          (再任) 
事業推進本部長 
兼計画推進部長 

【執行役員】 
事業推進本部長 

定形 哲 

(さだかた さとし) 

【執行役員】          (再任) 
統合リスク管理室長 

【執行役員】 
内部統制推進室長 

菅沼 重行 

(すがぬま しげゆき) 

【執行役員】          (再任) 
ビジネスソリューション事業部長 （同左） 

渡邊 信彦 

(わたなべ のぶひこ) 

【執行役員】          (再任) 
金融ソリューション事業部 
副事業部長 
兼 VDR マーケティング部長 

【執行役員】 
金融ソリューション事業部 
副事業部長 
 

三上 嗣夫 

(みかみ つぐお) 

【執行役員】          (再任) 
管理本部長 （同左） 

佐々木 英夫 

(ささき ひでお) 

【執行役員】          (再任) 
金融ソリューション事業部 
事業部長補佐 

【執行役員】 
金融ソリューション事業部 
副事業部長 

齋藤 実 

(さいとう みのる) 

【執行役員】          (新任) 
コミュニケーション IT 事業部 
副事業部長 

 
コミュニケーション IT 事業部 
副事業部長 
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４． 管理職（部長以上）人事 
（１） 管理本部 

氏名 新 現 

須永 康一 
(すなが こういち) 

（平成21年2月1日付） 

管理本部 
副本部長 
兼 グループ会社業務部長 

 
管理本部 
副本部長 

 
 

氏名 新 現 
川島 千恵美 

(かわしま ちえみ) 
管理本部 
健康管理室長 

－ 

 

 

（２） 事業推進本部 
氏名 新 現 

坂井 務 
(さかい つとむ) 

事業推進本部 
本部長補佐 

事業推進本部 
副本部長 

白田 誠 
(はくた まこと) 

事業推進本部 
品質監理部長 

－ 

 

 

（３） ビジネスイノベーション本部 
氏名 新 現 

伊東 洋 
(いとう ひろし) 

ビジネスイノベーション本部 
副本部長 

－ 

海野 慎一 
(うみの しんいち) 

ビジネスイノベーション本部 
副本部長 
兼マーケティング統括室長 
兼アジア・中国室長 

営業統括室長 

太田 悟 
(おおた さとる) 

ビジネスイノベーション本部 
東日本営業部長 

営業統括室 
兼製造ソリューション事業部 
事業部長補佐 

冨永 秀信 
(とみなが ひでのぶ) 

ビジネスイノベーション本部 
中部営業部長 

エンタープライズ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営業 2 部長  

内山 慎一 
(うちやま しんいち) 

ビジネスイノベーション本部 
ソリューションコンサルティング部長 

製造ソリューション事業部 
製造事業企画管理部長 

四十万 浩 
(しじま ひろし) 

ビジネスイノベーション本部 
戦略事業開発室長 

－ 
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（４） 金融ソリューション事業部 
氏名 新 現 

平林 昌樹 
(ひらばやし まさき) 

金融ソリューション事業部 
副事業部長 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 

達家 浩一 
(たつや こういち) 

金融ソリューション事業部 
金融営業 1 部長 

金融ソリューション事業部 
事業部長補佐 

平島 剛 
(ひらしま つよし) 

金融ソリューション事業部 
金融営業 2 部長 

金融ソリューション事業部 
金融営業 1 部長 

村井 安浩 
(むらい やすひろ) 

金融ソリューション事業部 
金融営業 3 部長 

金融ソリューション事業部 
金融営業 2 部長 

久永 真介 
(ひさなが しんすけ) 

金融ソリューション事業部 
金融営業 4 部長 

金融ソリューション事業部 
金融営業 3 部長 

 
 
（５） エンタープライズソリューション事業部 

氏名 新 現 

佐藤 公一 
(さとう こういち) 

エンタープライズソリューション事業部  
副事業部長 
兼エンタープライズソリューション営業部長  

エンタープライズソリューション事業部  
副事業部長 
兼エンタープライズソリューション営業 1 部長  

佐山 日出人 
(さやま ひでと) 

エンタープライズソリューション事業部  
副事業部長 

エンタープライズソリューション事業部  
副事業部長 
兼コンサルティング 1 部長 

名和 亮一 
(なわ りょういち) 

エンタープライズソリューション事業部  
事業部長補佐 

－ 

田邉 達也 
(たなべ たつや) 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 1 部長 

－ 

北島 秀樹 
(きたじま ひでき) 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 3 部長 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 5 部長 

田中 潤一郎 
(たなか じゅんいちろう) 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 4 部長 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 3 部長 

相澤 祐司 
(あいざわ ゆうじ) 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 5 部長 

エンタープライズソリューション事業部  
コンサルティング 4 部長 

 
 
（６） ビジネスソリューション事業部 

氏名 新 現 
林 晃司 

(はやし こうじ) 
ビジネスソリューション事業部 
副事業部長 兼 BS 事業企画部長 

ビジネスソリューション事業部 
事業部長補佐 

梅田 貴之 
(うめだ たかゆき) 

ビジネスソリューション事業部 
BS 事業管理部長 

ビジネスソリューション事業部 
BS 事業企画管理部長 
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氏名 新 現 

渡邊 雅範 
(わたなべ まさのり) 

ビジネスソリューション事業部 
グループ経営コンサルティング 1 部長  
兼グループ経営コンサルティング 2 部長 

ビジネスソリューション事業部 
グループ経営コンサルティング 1 部長  
 

木村 陽 
(きむら よう) 

ビジネスソリューション事業部 
グループ経営コンサルティング 3 部長 

ビジネスソリューション事業部 
グループ経営コンサルティング 2 部長  

 
 
（７） 製造ソリューション事業部 

氏名 新 現 

小林 正己 
(こばやし まさみ) 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 
兼プロダクト管理部長 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 
兼プロダクトサポート 2 部長 

村野 俊之 
(むらの としゆき) 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 － 

乙部 文孝 
(おとべ ふみたか) 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 
兼名古屋ソリューション営業技術部長 

大西 盛豊 
(おおにし もりとよ) 

製造ソリューション事業部 
製造事業企画管理部長 

製造ソリューション事業部 
ソリューション開発部長 

荒木 克文 
(あらき かつふみ) 

製造ソリューション事業部 
ソリューション開発部長 － 

田中 創 
(たなか はじめ) 

製造ソリューション事業部 
データ流通ソリューション技術部長 － 

神原 憲裕 
(かんばら のりひろ) 

製造ソリューション事業部 
プロダクトソリューション 1 部長 

製造ソリューション事業部 
プロダクトサポート 1 部長 

岩田 利明 
(いわた としあき) 

製造ソリューション事業部 
プロダクトソリューション 2 部長 

製造ソリューション事業部 
データ流通ソリューション技術部長 

吉田 修身 
(よしだ おさみ) 

製造ソリューション事業部 
西日本ソリューション技術 1 部長 

製造ソリューション事業部 
西日本ソリューション技術 2 部長 

森 仁志 
(もり ひとし) 

製造ソリューション事業部 
西日本ソリューション技術 2 部長 － 

西村 浩行 
(にしむら ひろゆき) 

製造ソリューション事業部 
名古屋ソリューション営業技術部長 － 

 
 
（８） コミュニケーション IT 事業部 

氏名 新 現 
田仲 浩 

(たなか ひろし) 
コミュニケーション IT 事業部 
CIT 事業企画部長 

コミュニケーション IT 事業部 
コミュニケーション IT 営業部長 
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氏名 新 現 
古市 欣也 

(ふるいち よしなり) 
コミュニケーション IT 事業部 
コミュニケーション IT 営業部長 

コミュニケーション IT 事業部 
ＩＴコンサルティング 2 部長 

岩澤 聡 
(いわさわ さとる) 

コミュニケーション IT 事業部 
システム開発部長 

コミュニケーション IT 事業部 
基幹システム開発部長 

中村 優一 
(なかむら ゆういち) 

コミュニケーション IT 事業部 
IT コンサルティング部長 

コミュニケーション IT 事業部 
IT コンサルティング 1 部長 

 
以上 

 


