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平成 22 年 2 月 26 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）

 

組織機構改革および人事異動について 

 

当社は、平成 22 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 22 年 4 月 1日付で組

織機構改革および人事異動を実施することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 組織機構改革 

（１）セグメントの新設 

連結ベースでの事業戦略の策定・推進ならびに事業管理の単位として、事業別セグメントを新設

する。グループ会社を含めた各事業セグメントを統率するセグメント長を選任し、事業統括・意

思決定の責任を明確化する。なお、本セグメントは、平成 23 年 3 月期から適用される新会計基準

（マネジメントアプローチによる事業セグメント情報の開示）に対応するものとする。 

設置するセグメントの概要は、以下のとおり。 

 

① 金融ソリューションセグメント 

主に、金融業界を対象とした「各種金融サービスに関わるソリューション」を提供する事業

セグメント。 

 

② エンタープライズソリューションセグメント 

主に、金融業界および電通グループ会社を除く全業種・業界を対象とした「各種基幹システ

ムに関わるソリューション」を提供する事業セグメント。対象業務別に以下の 2 つのセグメ

ントを設け、これらの統括責任者を置く。 

 

②－1 エンタープライズソリューション・エンジニアリング系セグメント 

基幹システムの内、主に製造業界の製品開発・製造分野を対象としたエンジニアリン

グ系ソリューションを提供する事業セグメント。 

 

②－2 エンタープライズソリューション・ビジネス系セグメント 

基幹システムの内、主に経営管理分野を対象としたビジネス系ソリューションを提供

する事業セグメント。 
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③ コミュニケーション IT セグメント 

主に、「電通グループ会社との協業による企業向け各種ソリューション」を提供する事業セグ

メント。 

 

(注) 各セグメント長については、平成 22 年 2 月 26 日付当社発表資料「代表取締役の異動、経営

体制改革および役員人事について」をご参照ください。 

 

 

（２）事業部・本部レベルの組織改変 

上記セグメント設置に伴い、当社の本部・事業部編成を現行の 3 本部 5 事業部制から 3 本部 4 事

業部制とする。当社の本部組織は、セグメント・事業部横断型の事業推進・支援ならびに管理組

織として位置付け、ISID グループ全体最適を目指すマトリクス型マネジメントを推進する。 

 

① 事業推進本部の一部機能をビジネスイノベーション本部に移管し、事業推進本部を「技術統

括本部」に改称する。 

② 前述のエンタープライズソリューション・エンジニアリング系セグメント新設に伴い、製造

ソリューション事業部を、「エンジニアリングソリューション事業部」に改称する。 

③ 顧客企業に対するビジネス系基幹システムソリューション事業強化のため、エンタープライ

ズソリューション事業部とビジネスソリューション事業部を統合し、新たに「ビジネスソリ

ューション事業部」とする。 

 

 

（３）直轄部門、本部、事業部内における組織改変 

①直轄部門 

a. 経営計画室の一部機能を管理本部に移管し、中期経営計画策定・推進を専門に担当する部署

とし、「経営企画室」に改称する。 

 

②管理本部 

a. 財務部に、経営計画室のグループ会社管理機能等を移管し、同部を「経営管理部」に改称す

る。 

 

③技術統括本部 

a. R&D センターの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し、同部を廃

止する。 

b. 品質監理部を、「品質管理センター」に改称する。 

c. システム企画部を、「システム推進センター」に改称する。 

d. 計画推進部の機能を、品質管理センターおよびシステム推進センターに移管し、同部を廃止

する。 
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④ビジネスイノベーション本部 

a. 東日本営業部および中部営業部の機能を、ビジネスソリューション事業部に移管し、同部を

廃止する。 

b. 西日本営業部の機能を、エンジニアリングソリューション事業部に移管し、同部を廃止する。 

c. ソリューションコンサルティング部の機能をビジネスソリューション事業部に移管し、同部

を廃止する。 

d. 戦略事業開発室の機能を、経営企画室に移管し、同部を廃止する。 

e. 事業部横断の営業統括機能の強化のため、「営業統括室」を新設する。 

f. クラウドビジネス推進室の機能拡大に伴い、「クラウド事業推進センター」に改称する。 

g. 金融ソリューション事業部 VDR マーケティング部の機能を当本部に移管し、事業部横断で事

業展開を図るため「VDR 事業推進センター」を新設する。 

h. アジア・中国室の対象業務拡大に伴い、「グローバル事業推進センター」に改称する。 

 

⑤金融ソリューション事業部 

a. 金融事業企画部を「金融事業戦略部」に改称する。 

b. ソフトウェア製商品販売強化および事業拡大のため、「金融ソリューション推進部」を新設す

る。 

c. VDR マーケティング部の機能を、ビジネスイノベーション本部に移管し、同部を廃止する。 

d. 開発 1部から開発 13 部までの開発各部を再編し、重要顧客深耕のため「金融クライアントソ

リューション 1 部」、「金融クライアントソリューション 2 部」、「金融クライアントソリュー

ション 3部」、ならびにソフトウェア製商品事業拡大のため「金融プロダクトソリューション

1部」、「金融プロダクトソリューション 2部」を新設する。（「金融クライアントソリューショ

ン 3部」は開発 7部から改称） 

 

⑥ビジネス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事業部とビジネスソリューション事業部を統合し、以下の編成

とする。 

a. 「BS 事業管理部」を新設する。 

b. ソリューションおよびサービス企画機能強化のため、「ソリューション企画部」を新設する。 

c. 販売促進、マーケティング機能の強化のため、「営業推進部」を新設する・ 

d. エンタープライズソリューション事業部およびビジネスソリューション事業部の営業各部に

加え、ビジネスイノベーション本部東日本営業部および中部営業部、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の営業機能を統合・再編し、「ビジネスソリューション

営業 1部」、「ビジネスソリューション営業 2部」、「システムインテグレーション営業部」、「パ

ッケージインテグレーション営業部」および「中部営業部」とする。 

e. ソフトウェア製商品開発の強化、効率化のため、「ソリューション開発部」を新設する。 

f. コンサルティング機能およびプリセールス機能強化のため、「ビジネスコンサルティング部」

を新設する。 
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g. 品質管理およびプロジェクト管理機能強化のため、「プロジェクト管理室」を新設する。 

h. エンタープライズソリューション事業部およびビジネスソリューション事業部の開発体制を

統合・再編し、「SI1 部」、「SI2 部」、「SI3 部」、「ソリューションコンサルティング 1部」、「ソ

リューションコンサルティング 2 部」および「ソリューションコンサルティング 3 部」とす

る。 

 

⑦エンジニアリングソリューション事業部 

a. ソリューション開発部が実施してきた当社独自ソリューション製品の開発および市場展開を

本格化するため、同部を「EI コンサルティング部」、「EI 開発部」および「EI マーケティング

部」に分割する。 

b. プロダクト管理部を廃止し、当該機能を新設する「プロダクトマーケティング部」へ移管す

る。 

c. 営業機能を再編し、「東日本営業 1部」、「東日本営業 2部」、「西日本営業 1部」、「西日本営業

2部」および「西日本営業 3部」とする。（「西日本営業 2部」は西日本ソリューション営業 2

部から改称） 

d. 西日本ソリューション技術 1部と名古屋ソリューション営業技術部の技術機能を統合し、「西

日本ソリューション 1部」とする。 

e. 西日本ソリューション技術 2部を、「西日本ソリューション 2部」に改称する。 

f. ソリューション分野への注力をさらに促進するため、設計ソリューション技術部、データ流

通ソリューション技術部、解析ソリューション技術部および生技ソリューション技術部を再

編し、「CAE ソリューション部」、「設計ソリューション部」、「PLM ソリューション部」および

「生産技術ソリューション部」とする。 

g. 重要顧客向け専任部署として、「CS プロジェクト室」を新設する。 

h. 保守営業およびカスタマーサポートビジネスの企画機能を集約し、「カスタマーサポート部」

を新設する。 

 

⑧コミュニケーション IT 事業部 

a. マーケティングソリューション強化のため、CIT 事業企画部を、「デジタルビジネスソリュー

ション部」に改称する。 

b. システム開発部を、「システム開発 1部」および「システム開発 2部」に再編する。 

c. IT コンサルティング部を、「プラットフォーム開発部」に改称する。 

d. 新規 IT 事業発掘のため、「ビジネス開発部」を新設する。 

e. 営業推進部および IT サービス部を廃止する。 
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２． 管理職人事 

平成 22 年 4 月 1日付管理職人事は以下のとおり。なお、執行役員および執行業務については、平

成 22 年 2 月 26 日付当社発表資料「代表取締役の異動、経営体制改革および役員人事について」

をご参照ください。 

 

（１）管理本部 

氏名 新 現 

岡田 清 

(おかだ きよし) 

管理本部 副本部長 

兼経営管理部長 

管理本部 本部長補佐 

兼財務部長 

 

（２）技術統括本部 

氏名 新 現 

山川 裕 

(やまかわ ゆたか) 

技術統括本部 副本部長 

兼システム推進センター部長 

事業推進本部 

システム企画部長 

森 正裕 

(もり まさひろ) 

技術統括本部 

本部長補佐 

事業推進本部 

副本部長 

松中 昭二郎 

(まつなか しょうじろう) 

技術統括本部 

開発技術センター部長 

事業推進本部 

開発技術センター部長 

白田 誠 

(はくた まこと) 

技術統括本部 

品質管理センター部長 

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 

兼クラウド事業推進センター部長 

兼 VDR 事業推進センター部長 

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 

竹内 英昭 

(たけうち ひであき) 

ビジネスイノベーション本部 

本部長補佐 

執行役員 

ビジネスイノベーション本部 

担当補佐 

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 

営業統括室長 

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

 

（４）金融ソリューション事業部 

氏名 新 現 

達家 浩一 

(たつや こういち) 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融営業 1部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 1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 

兼金融ソリューション推進部長 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

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 

兼金融事業管理部長 

兼システム基盤技術部長 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼開発 6部長 
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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 

兼金融プロダクトソリューション2部長

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 

飯田 哲夫 

(いいだ てつお) 

金融ソリューション事業部 

金融事業戦略部長 

金融ソリューション事業部 

金融事業企画部長 

森 淳郎 

(もり じゅんろう) 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューション1部長

金融ソリューション事業部 

開発 5部長 

小林 靖佳 

(こばやし やすよし) 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューション2部長

金融ソリューション事業部 

開発 4部長 

石若 仁 

(いしわか じん) 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューション3部長

金融ソリューション事業部 

開発 7部長 

五十嵐 欣次 

(いがらし きんじ) 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション1部長

金融ソリューション事業部 

開発 3部長 

 

（５）ビジネスソリューション事業部 

氏名 新 現 

名和 亮一 

(なわ りょういち) 

ビジネス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 

事業部長補佐 

兼エンタープライズソリューション営業部長

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 

兼パッケージインテグレーション営業部長

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 

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 

兼ソリューション企画部長 

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 

幸坂 知樹 

(こうさか ともき) 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼 BS 事業管理部長 

エンタープライズソリューション事業部 

ES 事業企画管理部長 

佐山 日出人 

(さやま ひでと) 

ビジネス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 

佐藤 公一 

(さとう こういち) 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

エンタープライズソリューション事業部 

副事業部長 

太田 悟 

(おおた さとる) 

ビジネスソリューション事業部 

営業推進部長 

ビジネスイノベーション本部 

東日本営業部長 

鵜飼 由人 

(うかい よしひと) 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業1部長

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業2部長

飯島 義崇 

(いいじま よしたか) 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業2部長
－ 

大嶋 洋樹 

(おおしま ひろき) 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業部長

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 

兼東日本ソリューション営業2部長

冨永 秀信 

(とみなが ひでのぶ) 

ビジネスソリューション事業部 

中部営業部長 

ビジネスイノベーション本部 

中部営業部長 

田邉 達也 

(たなべ たつや) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション開発部長 

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 1部長 
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氏名 新 現 

一丸 丈巌 

(いちまる たけみね) 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスコンサルティング部長 
経営計画室長 

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 

SI1 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

長坂 卓 

(ながさか たく) 

ビジネスソリューション事業部 

SI2 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 6部長 

角田 弘志 

(つのだ ひろし) 

ビジネスソリューション事業部 

SI3 部長 
－ 

北島 秀樹 

(きたじま ひでき) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング1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) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング2部長

兼プロジェクト管理室長 

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) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング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 4部長 

 

（６）エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新 現 

荒木 克文 

(あらき かつふみ) 

エンジニアリング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 

ソリューション開発部長 

村野 俊之 

(むらの としゆき) 

エンジニアリング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 

乙部 文孝 

(おとべ ふみたか) 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼 CS プロジェクト室長 

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

武田 正利 

(たけだ まさとし) 

エンジニアリング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 

小林 正己 

(こばやし まさみ) 

エンジニアリング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 

兼プロダクト管理部長 

田山 紀雄 

(たやま のりお) 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

執行役員 

製造ソリューション事業部 

担当補佐 

荒木 真一郎 

(あらき しんいちろう) 

エンジニアリングソリューション事業部

ES 事業管理部長 
－ 

永渕 和夫 

(ながぶち かずお) 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクトマーケティング部長 
－ 

妹尾 真 

(せのお まこと) 

エンジニアリングソリューション事業部

EI コンサルティング部長 
－ 

金上 裕輔 

(かながみ ゆうすけ) 

エンジニアリングソリューション事業部

EI 開発部長 
－ 

首藤 哲也 

(しゅとう てつや) 

エンジニアリングソリューション事業部

EI マーケティング部長 
－ 

矢吹 達夫 

(やぶき たつお) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業1部長

木村 利明 

(きむら としあき) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 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 3部長 
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氏名 新 現 

西村 浩行 

(にしむら ひろゆき) 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 1部長 

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

矢崎 学 

(やざき まなぶ) 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 2部長 

製造ソリューション事業部 

西日本ソリューション営業 2部長 

梅田 貴之 

(うめだ たかゆき) 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 3部長 

ビジネスソリューション事業部 

BS 事業管理部長 

橋本 淳一 

(はしもと じゅんいち) 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本ソリューション 1部長 

製造ソリューション事業部 

設計ソリューション技術部長 

森 仁志 

(もり ひとし) 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本ソリューション 2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 

原 悦緒 

(はら えつお) 

エンジニアリングソリューション事業部

CAE ソリューション部長 

製造ソリューション事業部 

プロダクト営業技術 1部長 

田渕 靖人 

(たぶち やすと) 

エンジニアリングソリューション事業部

設計ソリューション部長 

－ 

田中 創 

(たなか はじめ) 

エンジニアリングソリューション事業部

PLM ソリューション部長 

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

金行 和彦 

(かねゆき かずひこ) 

エンジニアリングソリューション事業部

生産技術ソリューション部長 

製造ソリューション事業部 

副事業部長 

岩本 浩久 

(いわもと ひろひさ) 

エンジニアリングソリューション事業部

クライアントソリューション1部長

製造ソリューション事業部 

クライアントソリューション1部長

神原 憲裕 

(かんばら のりひろ) 

エンジニアリングソリューション事業部

カスタマーサポート部長 

製造ソリューション事業部 

プロダクトサポート 1部長 

 

（７）コミュニケーション IT 事業部 

氏名 新 現 

寺田 徹央 

(てらだ てつお) 

コミュニケーション IT 事業部 

デジタルビジネスソリューション部長

コミュニケーション IT 事業部 

開発推進部長 

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 1部長 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発部長 

井上 智隆 

(いのうえ ともたか) 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発 2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 

プラットフォーム開発部長 

コミュニケーション IT 事業部 

IT コンサルティング部長 

荻原 克行 

(おぎわら かつゆき) 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発部長 
－ 

 

以上 


