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平成 21 年 8 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 取 締 役 梅沢 幸之助 
 （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 10 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ので、下記のとおり、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 組織機構改革 

平成 21 年 10 月 1 日付で実施する、当社子会社である株式会社ブレイニーワークスの吸収合併、

株式会社 ISID テクノソリューションズからの事業譲受け、ならびに株式会社 ISID アシストの

グループ内管理業務受託事業開始（平成 21 年 8 月 27 日付当社開示資料「当社グループにおけ

る管理業務のシェアード化に関するお知らせ」参照）に伴い組織改編を実施する。 
加えて、当社グループの新規ソリューション事業のさらなる開発推進に向け、ビジネスイノベー

ション本部および製造ソリューション事業部における組織の新設および改編を実施する。 
 

① 直轄部門 
a. コーポレート IT 室の機能を、新設する事業推進本部システム企画部に移管し、同室を廃

止する。 
 

② 管理本部 
a. 人事諸制度の企画立案のため、「労政企画部」を新設する。 
b. 経理部から、財務機能（現預金、為替、送金、有価証券管理機能等）を分離し、「財務部」

を新設する。 
c. グループ会社業務部の機能（グループ各社の経理・調達業務を実施）を株式会社 ISID ア

シストに移管し、同部を廃止する。 
d. 情報システム部の機能を、新設する事業推進本部システム企画部に移管し、情報システ

ム部は廃止する。 
 

③ 事業推進本部 
a. 事業推進本部に「システム企画部」を新設し、コーポレートＩＴ室と管理本部情報シス

テム部の機能を移管する。 
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④ ビジネスイノベーション本部 
a. クラウドビジネスのソリューション開発と営業活動推進のため、「クラウドビジネス推進

室」を新設する。 
 

⑤ 金融ソリューション事業部 
a. 株式会社ブレイニーワークスの金融業向けソフトウェア製品の技術機能を移管し、「開発

10 部」「開発 11 部」および「開発 12 部」を新設する。 
b. 株式会社ブレイニーワークスの金融業向けシステムインテグレーション事業を移管し、

「開発 13 部」を新設する。 
 

⑥ ビジネスソリューション事業部 
a. 株式会社ブレイニーワークスの人事管理ソリューション事業の営業部門、コンサルティ

ング部門およびソフトウェア製品開発部門を移管し、「HRM 営業部」、「HRM コンサル

ティング１部」、「HRM コンサルティング２部」および「HRM 製品開発部」を新設する。 
 

⑦ 製造ソリューション事業部 
a. 株式会社 ISID テクノソリューションズの製造業向け金型設計・生産技術関連事業の営業

部門および技術部門を移管し、「西日本ソリューション営業３部」、「東日本ソリューショ

ン営業３部」、「生技ソリューション技術部」および「プロダクト営業技術３部」を新設

する。 
b. 製造事業企画管理部の事業企画機能をソリューション開発部に移管し、製造事業企画管

理部は「製造事業管理部」に名称変更する。 
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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) 
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) 

岩田 晴夫 

(いわた はるお) 

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）

特命事項担当 
(株式会社 ISID テクノソリューション

ズ代表取締役社長) 

取締役（非常勤） 
特命事項担当 
(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) 

市川 建志 

(いちかわ けんじ) 

専務取締役   
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) 
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担当 

専務取締役   
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) 
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 

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 
(株式会社 ISID アシスト代表取締役社長)

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 

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   
グループ会社統括 
コーポレート IT 室、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

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担当 
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 
兼ビジネスイノベーション本部担当補佐

小林 明 

(こばやし あきら) 

取締役 
金融ソリューション事業部担当 
金融ソリューション事業部長委嘱 

取締役 
金融ソリューション事業部長委嘱 
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３． 顧問の選任 
氏名 新 現 

小田 元 

(おだ はじめ) 
顧問 － 

 
 

４． 執行役員の選任等（【】内は執行役員役職） 
（１） 執行役員の選任および執行業務の決定（任期は平成 22 年 3 月 31 日まで） 

氏名 新 現 

竹内 英昭 

(たけうち ひであき) 

【執行役員】          (新任) 
ビジネスイノベーション本部担当補佐 － 

田山 紀雄 

(たやま のりお) 

【執行役員】          (新任) 
製造ソリューション事業部担当補佐 － 

 
（２） 執行役員の執行業務の変更 

氏名 新 現 

齋藤 実 

(さいとう みのる) 

【執行役員】           
コミュニケーション IT 事業部 
副事業部長 
兼 CIT 事業企画部長 

【執行役員】           
コミュニケーション IT 事業部 
副事業部長 
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５． 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) 

管理本部 
副本部長 
兼総務部長 

管理本部 
副本部長 
兼総務部長 
兼グループ会社業務部長 

岡田 清 
（おかだ きよし） 

管理本部 
本部長補佐 
兼財務部長 

管理本部 
本部長補佐 
 

松井 紀史 
(まつい のりふみ) 

管理本部 
労政企画部長 

－ 

 
（２） 事業推進本部 

氏名 新 現 
森 正裕 

(もり まさひろ) 
事業推進本部 
副本部長 

－ 

山川 裕 
(やまかわ ゆたか) 

事業推進本部 
システム企画部長 

コーポレート IT 室長 

 
（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 
兼クラウドビジネス推進室長 

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 
兼アジア・中国室長 

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 

田仲 浩 
(たなか ひろし) 

ビジネスイノベーション本部 
マーケティング統括室長 

コミュニケーション IT 事業部 
CIT 事業企画部長 

 
（４） 金融ソリューション事業部 

氏名 新 現 

中川 雅昭 
(なかがわ まさあき) 

金融ソリューション事業部 
副事業部長 
兼開発 8 部長 兼開発 12 部長 

金融ソリューション事業部 
開発 8 部長 

白崎 典正 
(しらさき のりまさ) 

金融ソリューション事業部 
副事業部長 

－ 
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氏名 新 現 
内川 政義 

(うちかわ  まさよし ) 
金融ソリューション事業部 
開発 10 部長 

－ 

高橋 健 
(たかはし けん) 

金融ソリューション事業部 
開発 11 部長 

－ 

中西 寿武 
(なかにし  としたけ ) 

金融ソリューション事業部 
開発 13 部長 

－ 

 
（５） ビジネスソリューション事業部 

氏名 新 現 

橋田 裕之 
(はしだ ひろゆき) 

ビジネスソリューション事業部 
副事業部長  
兼 HRM 営業部長 

－ 

山口 純一 
(やまぐち じゅんいち) 

ビジネスソリューション事業部 
HRM コンサルティング 1 部長 

－ 

齋藤 達也 
(さいとう たつや) 

ビジネスソリューション事業部 
HRM コンサルティング 2 部長 

－ 

岩崎 誠 
(いわさき まこと) 

ビジネスソリューション事業部 
HRM 製品開発部長 

－ 

 
（６） 製造ソリューション事業部 

氏名 新 現 
金行 和彦 

(かねゆき かずひこ) 
製造ソリューション事業部 
副事業部長 

－ 

丸山 裕幸 
(まるやま ひろゆき) 

製造ソリューション事業部 
副事業部長 
兼製造事業管理部長 

－ 

大嶋 洋樹 
(おおしま ひろき) 

製造ソリューション事業部 
東日本ソリューション営業 1 部長 
兼東日本ソリューション営業 2 部長 

製造ソリューション事業部 
東日本ソリューション営業 1 部長 

木村 利明 
(きむら としあき) 

製造ソリューション事業部 
東日本ソリューション営業 3 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営業 1 部長 
兼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 1 部長 

河島 孝 
(かわしま たかし) 

製造ソリューション事業部 
西日本ソリューション営業 3 部長 

－ 

小平 敦史 
(こだいら あつし) 

製造ソリューション事業部 
生技ソリューション技術部長 

－ 
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氏名 新 現 
今野 彰男 

(こんの あきお) 
製造ソリューション事業部 
プロダクト営業技術 3 部長 

－ 

 
以上 

 


