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組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 平成 21 年4 月 1 日付にて下記の通り、組織変更及び人事異動を実施いたしますのでお知らせします。 

1．組織変更（平成 21 年 4 月１日付） 

当社は、「会計事務所とその顧問先企業」及びそれ以外の「中堅･中小企業」の2つのマーケットに対して営

業活動を行っております。 

今回の組織改編により、各々のマーケットに対して、独自の販売･開発体制を敷きます。これにより顧客

ニーズやマーケット環境の変化に対して、より柔軟に対応できる製販一体型の高い機動力を備えた販売･開

発体制を目指し、更なる顧客満足度の向上を図ってまいります。 

 

（1）主な組織変更の内容 

現組織の営業本部と開発･サポート本部の機能を統合、且つマーケット別に分離し、会計事務所チャネル･

パッケージ事業本部とソリューション事業本部の2事業本部を新設します。この2事業本部に経営管理本部を

加え 3 本部体制とし、監査役室、内部監査室、社長室、ネット事業推進部および税経システム研究所の 3 室、

1 部、1 研究所とします。 

  

（2）会計事務所チャネル･パッケージ事業本部 

会計事務所チャネル･パッケージ事業本部は、会計事務所とその顧問先企業を対象に、積極的な新規顧

客開拓とリプレイス販売･サービス収入の拡大を図り事業強化を推進します。 

 

（3）ソリューション事業本部 

ソリューション事業本部は、大都市圏の中堅･中小企業を対象にソリューションビジネスを推進します。 

 

（4）経営管理本部 

経理・財務部、人事総務部に加えて、現組織の社長直轄部門である情報システム管理室、業務管理部、購

買部を経営管理本部の配下に置き、情報システム管理室を情報システム部に改称します。 

 

（5）サポートセンター、パートナー事業部 

カスタマーサポートセンターをサポートセンターと改称し、会計事務所チャネル･パッケージ事業本部とソ

リューション事業本部の両事業本部の配下に置き、コールセンター機能、アウトバウンド機能を担います。ま

た、同両事業本部の配下にパートナー事業部を設置し、現組織の SaaS･パートナーグループの機能を移管し

ます。 

 

（6）その他部門 

ネット事業推進部を新設しポータルサイトグループを移管します。社長室に経営管理部の機能を移管し、

広報･IR を合わせた経営企画統制グループ･関係会社管理グループを新設します。また、内部監査室に内部

統制室の機能を移管･統合します。 



 

2．執行役員への委嘱事項の変更（平成21 年 4 月 1 日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

由井 俊光 

取締役常務執行役員 

会計事務所チャネル･パッケージ事業本部長 

兼サポートセンター担当 

兼パートナー事業部担当 

 

取締役常務執行役員 

営業本部長 

 

大久保 利治 

取締役常務執行役員 

ソリューション事業本部長 

兼サポートセンター担当 

兼パートナー事業部担当 

取締役常務執行役員 

開発・サポート本部長 

滝本 訓夫 

取締役常務執行役員  

最高財務責任者（ＣＦＯ） 

経営管理本部長兼社長室長 

取締役常務執行役員 

経営管理本部長兼社長室長 

小川 清 
常務執行役員 最高情報責任者（ＣＩＯ） 

経営管理本部情報システム部長 

常務執行役員  

最高情報責任者（ＣＩＯ） 

情報システム管理室長 

神林 秀明 
執行役員 

ネット事業推進部長 

執行役員 

購買部長 

白水 豊久 

執行役員 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部 

副本部長兼営業推進部担当 

執行役員 

営業本部副本部長 

櫻井 英雄 

執行役員 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部 

九州沖縄圏統括部長 

執行役員 

営業本部 九州沖縄圏統括部長 

牧野 博史 

執行役員 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部 

近畿圏統括部長 

執行役員 

営業本部  

近畿中国四国圏統括部長 

菊地 良孝 

執行役員 

ソリューション事業本部副本部長 

兼ソリューション営業統括部長 

執行役員 

開発・サポート本部  

Ｒ＆Ｄセンター長 

笠井 健二 

執行役員 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部

首都圏統括部長 

執行役員 

営業本部 首都圏統括部長 

伊藤 邦良 

執行役員（新任） 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部

中部圏統括部長 

営業本部 北東圏統括部長 



3． 人事異動（平成21 年4 月1 日付） 

【部長人事】 

<会計事務所チャネル・パッケージ事業本部> 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部 部長 佐藤 隆 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部北東圏統括部長 部長 北村 栄二 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部中国四国圏統括部長 部長 石井 達朗 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部北東圏統括部副統括部長 部長 小林 剛司 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部首都圏統括部副統括部長 部長 山口 修 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部中国四国圏統括部副統括部長兼広島支社長 部長 田島 幸和 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部首都圏統括部千葉支社長 部長 竹内 信明 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部中部圏統括部名古屋支社長 部長 石川 哲士 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部ＭＥＳ事業部長（兼務） 

（株式会社ミロクエンジニアリングサービス代表取締役） 部長 四俵 秀昭 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部長 部長 大友 良一 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部会計事務所システム企画グループ長 

 部長 笹 正博 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部企業システム企画グループ長 部長 志牟田 浩司 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部サービス企画グループ長 部長 加藤 武史 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部サービス企画グループ 部長 新保 博 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部営業推進部ＣＳ統括グループ長 部長 青木 忠和 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部パッケージ開発部長 部長 岩田 悟 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部パッケージ開発部会計事務所システムグループ長 

 部長 渡邊 哲 

会計事務所チャネル・パッケージ事業本部パッケージ開発部税金・資産管理グループ長 部長 高橋 賢司 

 

<ソリューション事業本部> 

ソリューション事業本部ＳＥ・ＣＳ統括部長兼ソリューション企画・販促部長 部長 櫻井 義人 

ソリューション事業本部ＳＥ教育部長 部長 大野 勇進 

ソリューション事業本部ソリューション開発部長 部長 高木 啓士 

ソリューション事業本部ソリューション開発部ＥＲＰ開発グループ長 部長 土田 豊 

ソリューション事業本部ソリューション開発部グループウェア開発グループ長  部長 上田 啓治 

ソリューション事業本部ＮＴＣ事業部長（兼務） 

（株式会社エヌ・テー・シー代表取締役） 部長  岩本 均 

ソリューション事業本部ソリューション営業統括部副統括部長兼首都圏支社長 部長 井上 善宏 

ソリューション事業本部ソリューション営業統括部近畿圏支社長 部長 中俣 和久 

 

<サポートセンター・パートナー事業部> 

サポートセンター長 部長 平井 孝一 

サポートセンター副センター長 部長 岩満 義弘 

パートナー事業部長 部長 天野 悟 

 



<経営管理本部> 

経営管理本部人事総務部 部長 桑岡 毅 

経営管理本部情報システム部 兼サポートセンター品質管理グループ長 部長 石戸谷 俊一 

経営管理本部業務管理部長 部長 手島 雅子 

経営管理本部購買部長 部長 國本 周良 

 

<その他の部門> 

内部監査室長 部長 進 一正 

社長室 兼経営企画統制グループ長兼経営企画統制チーム長 部長 寺澤 慶志 

社長室関係会社管理グループ長兼ＣＳＲ推進事務局長 部長 濱谷 博通 

税経システム研究所事務局長 部長 田中 孝佳 

ネット事業推進部ポータルサイトグループ長                 部長 堀 貢一 

 

以上 


