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平成 22 年 2 月 9 日 

各  位 

 会 社 名 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 

 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 谷上 俊二 

  （コード番号：4687 東証一部） 

 問合せ先 取締役管理本部長 岩田 伸 

  （TEL：03-3350-8111） 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ  

 
下記のとおり組織変更及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１．組織変更（平成 22年 4月 1日付） 

当社は、市場ニーズへ的確に対応し、一層の事業拡大に向けた機動的な組織運営を行うため、次の
とおり組織変更を行います。 

 
１）営業本部 
① 営業部門を統合 

全社営業部門の機能強化を目的として営業組織を一本化。 
 
２）金融システム本部 
① クレジット統括部を再編 

お客様のニーズに即応し、柔軟なプロジェクト体制を構築するため、クレジット関連の２統括部を
統合。 

② 金融ソリューション統括部を再編 
情報系等周辺分野へのサービス範囲の拡大を図るため、銀行分野の業務とオープン技術部門を統合。 

③ 金融ビジネス企画部を新設 
オフショア・海外ビジネスに関する情報を集約するとともに、提案機能を拡充し、国内外の新
規顧客・新規事業分野へサービスを拡大するため新設。 

④ 金融ＰＭ推進部を新設 
金融分野を中心としたプロジェクトマネジメント支援サービスへの展開を強化するため新設。 

 
３）ＩＴビジネス本部 
① ＩＴビジネス本部を新設 

顧客数の拡大とお客様内でのシェア拡大を目的に、プロジェクトマネジメント、ソリューシ
ョンサービス、公共・産業分野を中心としたシステム開発、システム方式検討・環境構築サー
ビスの部門を統合。 

② プロジェクトマネジメントビジネス統括部を新設 
プロジェクトマネジメントサービスを提供。官公庁中心から民間分野も含めた幅広い展開を推
進するための体制に再編。 

③ クラウドソリューション統括部を新設 
ＳａａＳ、ＰａａＳ、プライベートクラウドコンピューティング等のサービスにおいて、導入コ
ンサルティングから当社独自の『Mobile Base Technology』を活用した企業向け携帯アプリケーシ
ョンの開発及びＳａａＳ型アプリケーションサービスの提供などを統合して提供する部門を設置 
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④ エンタープライズソリューション統括部を新設 

会計、人事給与、CRM、SCM、BI（意思決定支援）分野において、豊富な経験と実績をもとに、
導入コンサルティング、構築、運用保守まで一貫したサービスを提供する部門を設置。 

⑤ ＳＩビジネス統括部を新設 
大手ＳＩｅｒやコンピューターメーカー向けの大中規模開発のシステムインテグレーション
サービスを推進する部門として設置。 

⑥ 産業ビジネス統括部を新設 
エネルギー分野をはじめとした産業分野を中核としたシステムインテグレーションサービス
を推進する部門として設置。 

⑦ 基盤ビジネス統括部を新設 
大規模システムにおける方式検討、環境構築サービスの提供。さらに、基盤システム開発分
野におけるソフトウェアの開発技術サービスの提供を行う部門として設置 

⑧ ビジネスサポート統括部を新設 
システム運用サービス、システム周辺業務サービスの提供を中心に、最先端のＩＣＴでお客様のビ
ジネス全般にわたるサポートを推進する部門として設置。 

 
４）セキュリティ・品質保証部と改称 

セキュリティ・品質マネジメントシステムの管理及び教育等関連施策の実施を継続。業務内容を表
現するべく改称。 

 
５）業務改革プロジェクト推進室を新設 

全社横断的な業務効率向上及び市場での技術的な優位性確保を目指した施策の推進を目的として
新設。 

 
６）グループビジネス推進室を新設 

子会社であるシンクアプローチ社を中心とした開発体制の構築及びその強化を目的に新設。 
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２．人事異動 
１） 役員の異動（平成 22年 4月 1日付） 

 新 職 氏 名 現 職 

 取締役常務執行役員 
ＩＴビジネス本部長 青木 富夫 

取締役常務執行役員 
プロジェクトマネジメントビジネス本部長 
社会情報システム本部長、ソリューション営業
本部担当、ソリューションサービス本部担当、
品質保証部担当兼務 

 

取締役執行役員 
営業本部長 
ビジネスパートナー推進部長、業務管理部長、セ
キュリティ・品質保証部担当、業務改革プロジ
ェクト推進室担当、グループビジネス推進室担
当兼務 

河合 靖雄 

取締役執行役員 
営業本部長 
同本部営業企画部長、ビジネスパートナー推進
部長、営業管理部長兼務 

 
執行役員 
金融システム本部 副本部長 
同本部 金融ソリューション統括部長兼務 

山本 有司 執行役員 
金融システム本部 副本部長 

 

執行役員 
金融システム本部 副本部長 
同本部 金融ビジネス企画部長、大阪営業所
担当兼務 

小田島 吉伸 
執行役員 
金融システム本部 副本部長 
大阪営業所長 兼務 

 執行役員 
ＩＴビジネス本部 副本部長  土橋 弘敏 社会情報システム本部 副本部長 

 
２） 人事異動（平成 22年 4月 1日付） 

 新 職 氏 名 現 職 

 営業本部 副本部長 同本部 営業企画部長、営業戦略推進室長兼務 生井沢 昌美 ソリューション営業本部 副本部長 

 営業本部 副本部長 同本部 ＩＴビジネス営業統括部長兼務 北川 和義 営業本部 副本部長 
同本部 社会情報システム営業統括部長兼務 

 営業本部 金融システム営業統括部 副統括部長 浅瀬石 公司 営業本部 戦略営業統括部 部長 

 営業本部 ＩＴビジネス営業統括部 副統括部長 石山 順悦 営業本部 戦略営業統括部 部長 

 金融システム本部 事業推進部長 同本部 金融ＰＭ推進部長兼務 熊田 幸一 金融システム本部 
バンキングシステム統括部長 

 金融システム本部 保険システム統括部 副統括部長 古田 宏一 金融システム本部 
保険システム統括部長代理 

 金融システム本部 クレジットシステム統括部長 瓜生 力 金融システム本部 
第２クレジットシステム統括部長 

 金融システム本部 クレジットシステム統括部 副統括部長 桜井 博 金融システム本部 
第１クレジットシステム統括部長代理 

 金融システム本部 戦略システム統括部長 海老原 孝士 金融システム本部 戦略プロジェクト推進部長 

 金融システム本部 戦略システム統括部 副統括部長 石井 晶 金融システム本部 
金融ソリューション統括部長 

 金融システム本部 金融ソリューション統括部 副統括部長 中村 治実 金融システム本部 
第１クレジットシステム統括部長 

 金融システム本部 
金融ソリューション統括部 部長 江村 和雄 

管理本部 
経営企画部 部長 グループ企業担当 
シンクアプローチ株式会社 代表取締役社長 
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 新 職 氏 名 現 職 

 
ＩＴビジネス本部 副本部長 
同本部 クラウドソリューション統括部長、エン
タープライズソリューション統括部長兼務 

小林 裕嘉 
ソリューションサービス本部 副本部長 
同本部 ソリューションビジネス統括部長、ソリ
ューション開発部長兼務 

 ＩＴビジネス本部 
ビジネス推進部 企画部長 磯谷 修平 ソリューション営業本部 

営業企画部長 

 ＩＴビジネス本部 
ビジネス推進部 プロジェクト推進部長 副島 樹一 ソリューションサービス本部 

オンデマンドビジネス推進部長 

 ＩＴビジネス本部 
プロジェクトマネジメントビジネス統括部長 山本 学 プロジェクトマネジメントビジネス本部 

企画部長 

 
ＩＴビジネス本部 
プロジェクトマネジメントビジネス統括部 
コンサルティング部長 

窪田 文啓 
プロジェクトマネジメントビジネス本部 
コンサルティング部長 
ソリューション営業本部 技術部長兼務 

 ＩＴビジネス本部 
エンタープライズソリューション統括部 部長 吾妻 則幸 ソリューションサービス本部 

ソリューションビジネス推進部長 

 ＩＴビジネス本部 
ＳＩビジネス統括部長 村上 裕二 社会情報システム本部 

システム開発統括部長 

 ＩＴビジネス本部 
ＳＩビジネス統括部長代理 竹政 裕一 社会情報システム本部 

システム開発統括部 第１システム部 担当部長 

 
ＩＴビジネス本部 
ビジネスサポート統括部長 
同本部 産業ビジネス統括部長兼務 

石井 茂 社会情報システム本部 
システム企画統括部長 

 ＩＴビジネス本部 
産業ビジネス統括部長代理 上條 英樹 社会情報システム本部 

システム企画統括部 システム企画部 担当部長 

 
ＩＴビジネス本部 
基盤ビジネス統括部長 
同本部 ビジネス推進部長兼務 

長田 剛 社会情報システム本部 
基盤システム統括部長 

 
大阪営業所長 
金融システム本部 
保険システム統括部 副統括部長兼務 

根本 俊男 金融システム本部 
保険システム統括部長代理 

 
理事 
セキュリティ・品質保証部長 
業務改革プロジェクト推進室長兼務 

岡部 幸弘 
執行役員 
ソリューションサービス本部長 
同本部 ソリューションサポート統括部長兼務 

 

理事 
グループビジネス推進室長 
シンクアプローチ株式会社 
代表取締役社長兼務予定 

岡田 圭司 執行役員 
ソリューション営業本部長 

 管理本部 人事部長 宮田 考志 プロジェクトマネジメントビジネス本部 
ＰＭＳ戦略部長 

 理事 内部監査部長 古川 雅己 理事 
品質保証部長 

 
３） 子会社役員の異動（平成 22年 4月 1日付） 
【シンクアプローチ株式会社】 

 新 職 氏 名 現 職 

 
代表取締役社長 
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 
理事 グループビジネス推進室長兼務予定 

岡田 圭司 取締役 

 
 

以 上 



ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社
組織体制（2010年4月1日現在）

ビジネス推進部

戦略プロジェクト推進部

金融基盤システム統括部

事業推進部

金融ソリューション統括部

保険システム統括部

金融ＰＭ推進部

クレジットシステム統括部

監査役会

監査役

ＩＴビジネス本部

管理本部

代表取締役

取締役会

内部監査部

大阪営業所

セキュリティ・品質保証部

グループビジネス推進室

プロジェクトマネジメント
ビジネス統括部

ビジネスサポート統括部

クラウドソリューション統括部

エンタープライズソリューション
統括部

基盤ビジネス統括部

ＳＩビジネス統括部

産業ビジネス統括部

総務部

経理部

経営企画部

業務改革プロジェクト推進室

人事部

営業本部 営業企画部

金融システム本部

ビジネスパートナー推進部

営業戦略推進室

金融ビジネス企画部

金融システム営業統括部

ＩＴビジネス営業統括部

業務管理部

Nagao
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