
平成 22 年 3 月 16 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 コ  ア 

代表者名 代表取締役社長 簗田 稔 

（コード番号：2359  東証第一部） 

問合せ先 人事本部長  大平 茂 

電話番号 03-3795-5111 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年３月 16 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日付の

組織変更および人事異動を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 
１．組織変更 

① 営業統括本部 

・ 東日本営業本部、西日本営業本部を「営業統括部」に統合する。 

・ エンベデッドソリューション営業活動を強化するため、「ET ベンダー推進部」を新設する。 

・ 海外ビジネスの積極的な展開を目的として、「グローバルビジネス推進部」を新設する。 

 

② 戦略ビジネス推進本部 

・ クラウドコンピューティングビジネスの強化を図るため、「クラウド推進部」を新設する。 

・ クラウドコンピューティングビジネス強化に伴い、社内システムの強化、クラウド化を目

指し、「情報システム部」を管理本部から移設する。 

 

③ ビジネスソリューションカンパニー 

・ 金融関連事業のダイナミックな対応を図るため、クレジット・生損保システム部を、「金融

システム部」に統合する。 

・ ソリューションビジネスの強化を図るため、「ソリューションビジネス推進部」を新設する。 

 

④ エンベデッドソリューションカンパニー 

・ i ソリューション部を再編し、「エンベデッドシステム部」を新設する。 

・ マイクロエレクトロニクスシステムの営業展開を鮮明にするため、「営業部」を「ME 営業

統括部」に名称変更する。 
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⑤ プロダクトソリューションカンパニー 

・ カンパニーの意思決定の迅速化を図るため、カンパニー内の組織を再編し、「PLM ソリュー

ション部」、「ネットワークソリューション部」を新設する。 

・ 新規ビジネス強化を目的として、「ビジネスイノベーション担当」を新設する。 

 

⑥関西カンパニー 

・ GPS モジュールを活用した事業展開を行う、「Gソリューション統括部」を新設する。 

・ IT 基盤技術を中心としたシステム開発を行う「基盤システム部」を新設する。 

 

 

２．役員人事異動 

平成 22 年 4 月 1日付で実施する役員の異動および委嘱業務の変更は、下記のとおりです。 

 

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

取締役 常務執行役員 

ビジネスソリューションカンパニー社長 

（兼任）基盤システム部 部長 

野秋 盛和 
取締役 常務執行役員 

ビジネスソリューションカンパニー社長 

取締役 常務執行役員 

プロダクトソリューションカンパニー社長 

（兼任）戦略ビジネス推進本部 本部長 

クラウド戦略担当 

大内 幸史 

取締役 常務執行役員 

プロダクトソリューションカンパニー社長 

（兼任）戦略ビジネス推進本部 本部長 

 

常務執行役員 

営業統括本部長 

（兼任）営業統括部 部長 

ET ベンダー戦略担当 

石井 新己 

常務執行役員 

営業統括本部長 

（兼任）東日本営業本部 本部長 

 

常務執行役員 

中四国カンパニー社長 

グリーン IT 戦略担当 

松浪 正信 

執行役員 

中四国カンパニー社長 

 

執行役員 

経営管理担当 
新 幸彦 

 

経営管理担当（理事） 

執行役員 

九州カンパニー社長 
池田 弥生 

 

九州カンパニー社長（理事） 

執行役員 

東関東カンパニー社長 
小林 聖敬 

 

東関東カンパニー社長（理事） 

執行役員 

中部カンパニー社長 
長沢 孝之 

 

中部カンパニー社長（理事） 
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３．人事異動(平成 22 年 4 月 1日付） 

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

北海道カンパニー 

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）ビジネスソリューション部 部長 

阿部 肇 総合研究所 技師長（理事） 

戦略ビジネス推進本部 

本部長補佐（理事） 

（兼任）クラウド推進部 部長 

相羽 博之 

コアネットインタナショナル株式会社 

常務取締役 

情報通信システム部 部長 

ビジネスソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）金融システム部 部長 

市川 卓 
ビジネスソリューションカンパニー 

金融システム部 部長 

総合研究所 

所長 
堀部 幸祐 

総合研究所 

研究開発部 部長 

人事本部 

人事労務部 部長 
長谷川 哲也 

関西カンパニー 

営業部 部長 

営業統括本部 

ET ベンダー推進部 部長 
大地 秀二 

営業統括本部 

東日本営業本部 

新規事業部 部長 

営業統括本部 

本部長補佐 

（兼任）グローバルビジネス推進部 部長 

城戸 孝吉 

関西カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ビジネスショリューション事業部 

 事業部長 

ビジネスソリューションカンパニー 

ソリューションビジネス推進部 部長 
荒井 康行 

ビジネスソリューションカンパニー 

産業システム部 ソリューションビジネス担当 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）ME 営業統括部 部長 

雨宮 直喜 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）営業部 部長 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）メディアシステム部 部長 

伊藤 豊彦 
エンベデッドソリューションカンパニー 

情報通信事業部 事業部長 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）マイコンシステム部 部長 

浅川 清志 

エンベデッドソリューションカンパニー 

エンベデッドシステム事業部 事業部長 

（兼任）マイコンシステム部 部長 

エンベデッドソリューションカンパニー 

エンベデッドシステム部 部長 
中田 守 

中部カンパニー 

ビジネスソリューション部 部長 

エンベデッドソリューションカンパニー 

通信システム部 部長 
千葉 直樹 

北海道カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 
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新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

プロダクトソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）PLM ソリューション部 部長 

松岡 智 

プロダクトソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）PLM ソリューション事業部 事業部長 

プロダクトソリューションカンパニー 

ネットワークソリューション部 部長 
鈴木 淳 

エンベデッドソリューションカンパニー 

情報通信事業部  

通信システム部 部長 

プロダクトソリューションカンパニー 

ビジネスイノベーション担当 部長 
岡本 尚 

プロダクトソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ネットワークソリューション事業部 事業部長

北海道カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）エンベデッドソリューション部 部長

佐藤 彰宏 

北海道カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ビジネスソリューション部 部長 

中部カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ビジネスソリューション部 部長 

今村 彰則 

九州カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）エンベデッドソリューション部 部長 

関西カンパニー 

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）Gソリューション統括部 部長 

松浦 功哲 

関西カンパニー  

カンパニー社長補佐（理事） 

（兼任）エンベデッドソリューション事業部 事業部長

関西カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）基盤ソリューション部 部長 

田尾 敏郎 

中四国カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）通信ソリューション部 部長 

関西カンパニー 

営業部 部長 
北川 清康 

営業統括本部 

西日本営業本部 本部長補佐 

（兼任）ソリューション新事業部 部長 

中四国カンパニー 

通信ソリューション部 部長 
曽川 敏弘 

エンベデッドソリューションカンパニー 

中国活用推進部 部長 

九州カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 
甘田 哲久 

九州カンパニー 

エンベデッドソリューション部 

モバイル・車載システム担当 チーフ SE 

九州カンパニー 

営業部 部長 
大庭 仁士 

エンベデッドソリューションカンパニー 

営業部 

エンベデッドソリューション営業担当 担当部長

 

以上 


