
平成２１年３月６日 

各  位 

会社名 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  奥 田  陽 一 

 （コード番号 ４７３９ 東証第１部） 

問合せ先 執行役員経営企画室長 城田 勝行 

（ＴＥＬ ０３－６２０３－５０００） 

 

役員の異動について 
 

伊藤忠テクノソリューションズは、下記の通り役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、６月定時株主総会日付役員人事につきましては、株主総会決議を経て実施する予定です。 

 

記 

 
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（発令日：平成 21 年 3月 31 日）  

新職 旧職 継続職 氏名 

【退任予定】      

▽退任 

取締役 兼 常務執行役員 

クロスファンクショングループ 

担当役員 

  後藤 健 

▽退任 
執行役員 

流通システム第 4事業部長 
  須﨑 隆寛

    

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（発令日：平成 21 年 4月 1 日）   

新職 旧職 継続職 氏名 

【昇任予定執行役員】      

▽専務執行役員 常務執行役員 

取締役 

金融システム事業グループ 

担当役員 

藁科 至德

▽常務執行役員 

クロスファンクショングループ 

担当役員 

執行役員 

クロスファンクショングループ 

担当役員補佐 

兼 エンタープライズシステム事業 

グループ担当役員補佐 

  齊藤 晃 

▽常務執行役員 

流通システム第 1事業グループ 

担当役員代行 

兼 流通システム第１事業部長 

執行役員 

流通システム第１本部長 
  奥木 洋一
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(続き)    

新職 旧職 継続職 氏名 

【役割の変更】      

  兼 データセンター事業グループ管掌 

取締役  

兼 副社長執行役員 

社長補佐 

小菅 和夫

▽流通システム第 2事業グループ 

担当役員 

兼 流通システム第 4事業部長 

  

取締役 兼 副社長執行役員 

保守・運用サービス事業グループ 

担当役員 

西山 茂樹

▽流通システム第１事業グループ 

担当役員  

兼 科学システム事業部担当 

流通システム事業グループ担当役員 取締役 兼 専務執行役員 大西 恭二

▽経営管理グループ担当役員   
取締役 兼 常務執行役員 

兼 CFO、CCO 
兼松 泰男

▽社長補佐 
経営企画グループ担当役員  

兼 CIO 
取締役 兼 常務執行役員 鎌田 稔 

▽社長補佐 科学システム事業部長 常務執行役員 石井 建治

▽流通システム第１事業グループ 

担当役員付  

兼 流通システム第 2事業グループ 

担当役員付 

流通システム事業グループ 

担当役員補佐 
執行役員 大原 章生

▽流通システム第１事業グループ 

担当役員補佐  

兼 流通システム第 2事業グループ 

担当役員補佐 

流通サービス事業部長 執行役員 西村 隆治

▽経営管理グループ担当役員補佐 

兼 取引リスクマネジメント室長 

職能グループ担当役員補佐  

兼 業務総括室長  

兼 事業・取引リスクマネジメント室長

執行役員 菖蒲田 徹

  西日本担当役員 

執行役員 

中部・西日本ビジネス本部長 

兼 大阪支店長 

三浦 吉道

▽兼 経営管理グループ担当役員補佐 

兼 CIO 

クロスファンクショングループ 

担当役員補佐  

兼 Next.MI 推進室長 

執行役員 

プロジェクトマネジメント室長 
横山 良治

2/4 



（続き）    

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ソリューションビジネス推進本部長 エンタープライズビジネス第 3本部長 執行役員 寺田 育彦

▽金融システム事業企画室長 金融システム技術・開発室長 執行役員 鈴木 誠治

▽DC 営業本部長 エンタープライズビジネス第 2本部長 執行役員 南部 信之

▽流通システム第 5事業部長 システムエンジニアリング室長 執行役員 加藤 光明

    

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（発令日：平成 21 年 4月 30 日）  

新職 旧職 継続職 氏名 

【役割の変更】      

  兼 流通システム第 4事業部長 

取締役 兼 副社長執行役員 

流通システム第 2事業グループ 

／保守・運用サービス事業グループ 

担当役員 

西山 茂樹

    

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（発令日：平成 21 年 5月 1 日）  

新職 旧職 継続職 氏名 

【新任執行役員候補】      

▽常務執行役員 

流通システム第 4事業部長 
  取締役 髙取 成光

    

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（発令日：平成 21 年 6月定時株主総会日付）  

新職 旧職 継続職 氏名 

【新任取締役候補】      

▽取締役   

常務執行役員 

データセンター事業グループ 

担当役員 

松澤 政章

▽取締役   

常務執行役員 

クロスファンクショングループ 

担当役員 

齊藤 晃 
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（続き）    

新職 旧職 継続職 氏名 

【退任予定取締役】      

▽退任 
副社長執行役員 

社長補佐 
  小菅 和夫

▽退任 
常務執行役員 

社長補佐 
  鎌田 稔 

▽退任   
常務執行役員 

流通システム第 4事業部長 
髙取 成光

【新任執行役員候補】      

▽執行役員   科学システム事業部長 飯室 弘 

▽執行役員   エンタープライズビジネス第 1本部長 鷲見 知彦

▽執行役員   IT ビジネス推進室長 粟井 利行

▽執行役員   テレコムシステム第１本部長 湊原 孝徳

【退任予定執行役員】      

▽退任 
常務執行役員 

社長補佐 
  石井 建治

▽退任 

執行役員 

流通システム第 1事業グループ 

担当役員付 

兼 流通システム第 2事業グループ 

担当役員付 

  大原 章生

 

以上 


