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2011 年 3 月 10 日 

各  位 

東京都墨田区太平 4 丁目 1 番 3 号 

ＪＦＥシステムズ株式会社 

代表取締役社長 菊川 裕幸 

（コード番号）  4832   （東証二部） 

（問合わせ先） 総務部長  中村 元 

（電話番号）  03-5637-2100（代表） 

 

 

当社取締役、監査役および執行役員の異動ならびに部長人事について 

 

 

当社は 2011 年 3 月 10 日取締役会において 

 ・取締役、監査役の異動 

  (2011 年 6 月下旬に開催予定の株主総会において決定予定) 

 ・執行役員の異動 

  (2011 年 4 月 1 日付、2011 年 6 月下旬予定) 

 ・部長人事 

  (2011 年 4 月 1日付) 

について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

                      記 

 

 

１．取締役、監査役の異動 

   2011 年 6 月下旬に開催予定の株主総会において決定予定 

 

(1)退任予定監査役 

新職 氏名 現職 

取締役 渡部 尚史 監査役(非常勤) 

JFE スチール(株)IT 改革推進部長 

 

(2)新任予定取締役候補 

新職 氏名 現職 

取締役 渡部 尚史 監査役(非常勤) 

JFE スチール(株)IT 改革推進部長 

取締役 山本 崇博 (株)エクサ 執行役員 

 

取締役(非常勤) 都築 正行 慶応義塾大学フォトニクス・リサー

チ・インスティチュート研究支援統括

補佐 
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(3)新任予定監査役候補 

新職 氏名 現職 

監査役 杉 充 常務執行役員 

 

監査役(非常勤) 

 

原田 敬太 JFE スチール(株)IT 改革推進部長 

就任予定 

 

(4)株主総会以降の取締役および監査役体制 

役職 変更 氏名 現職 

代表取締役社長  菊川 裕幸 代表取締役社長 

取締役  堀田 善一 取締役、専務執行役員 

取締役  畠山 廣造 取締役、専務執行役員 

取締役  野村 信三 取締役、常務執行役員 

取締役 新任 渡部 尚史 監査役(非常勤) 

JFE スチール(株)IT 改革推進部長 

取締役 新任 山本 崇博 (株)エクサ 執行役員 

取締役(非常勤)  西川 廣 取締役(非常勤) 

JFE スチール(株)システム主監 

取締役(非常勤) 新任 都築 正行 慶応義塾大学フォトニクス・リサー

チ・インスティチュート研究支援統括

補佐 

監査役  若林 荘太郎 監査役 

監査役 新任 杉  充 常務執行役員 

監査役(非常勤)  岡井 哲 監査役(非常勤) 

JFE スチール(株)法務部長 

監査役(非常勤) 新任 原田 敬太 JFE スチール(株)IT 改革推進部長 

就任予定 

 

 

 

 

 

２．執行役員の異動  (2011 年４月１日付) 

 (1)新任常務執行役員 

  ・山本 崇博   ( 現職 (株)エクサ執行役員 ) 

 (2)新任執行役員 

  ・柏原 大造   ( 現職 (株)エクサ 京浜システム開発部長 ) 

 (3)昇格 (常務執行役員昇格) 

  ・福村 聡    ( 現職 執行役員 ) 

  ・上條 巧    ( 現職 執行役員 ) 
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 (4)執行役員分担 (2011 年４月１日付) 

氏 名 新 現 

菊川 裕幸 CEO 

 

CEO 

 

堀田 善一 専務執行役員 

１．営業総括部、SI ソリューション企

  画部、ERP・BI ソリューション部、

  人事給与ソリューション部、基盤

  ソリューション部、製造流通 SI 

  事業部、金融ソリューション事業

  部、食品ソリューション事業部、

  プロダクト事業部の統括を委嘱 

  する。 

２．開発企画部、情報システム部、幕

  張システムプラザの担当を委嘱 

  する。 

専務執行役員 

１．営業企画部、SI ソリューション事

  業部、金融ソリューション事業部

  およびプロダクト事業部の統括を

  委嘱する。 

２．開発企画部の担当を委嘱する。 

畠山 廣造 専務執行役員 

１．鉄鋼総括部、標準統一プロジェク

  ト、東京事業所、東日本事業所、

  西日本事業所、中部事業所の統括

  を委嘱する。 

２．品質管理部、プロジェクト推進部、

  鉄鋼総括部、標準統一プロジェク

  トの担当を委嘱する。 

専務執行役員 

１．鉄鋼総括部、関連企業営業部、東

  京事業所、千葉事業所、西日本事

  業所および中部事業所の統括を委

  嘱する。 

２．西日本事業所長を委嘱する。 

３．品質管理部およびプロジェクト 

  推進部の担当を委嘱する。 

野村 信三 常務執行役員 

１．食品ソリューション事業部長を委

  嘱する。 

２．プロダクト事業部長を委嘱する。

常務執行役員 

１．プロダクト事業部長を委嘱する。

山本 崇博 常務執行役員 

１．東京事業所長を委嘱する。 

 

(株)エクサ 執行役員 

宮原 一昭 常務執行役員 

１．営業総括部、SI ソリューション企

  画部、ERP・BI ソリューション部、

  人事給与ソリューション部、基盤

  ソリューション部の担当を委嘱 

  する。 

２．幕張システムプラザ担当役員補佐

  を委嘱する。 

常務執行役員 

１．SI ソリューション事業部長を委嘱

  する。 

２．SI ソリューション事業部 SI ソリ

  ューション企画部、ERP 事業推進

  部、第 2営業部、第 2開発部およ

  び基盤ソリューション部の担当を

  委嘱する。 

３．幕張システムプラザ所長を委嘱 

  する。 

杉  充 常務執行役員 

１．鉄鋼部門統括役員補佐を委嘱 

  する。 

常務執行役員 

１．金融ソリューション事業部長を 

  委嘱する。 

２．関連企業営業部の担当を委嘱する。

福村 聡 常務執行役員 

１．金融ソリューション事業部長を委

  嘱する。 

執行役員 

１．東京事業所長を委嘱する。 

２．鉄鋼総括部の担当を委嘱する。 

上條 巧 常務執行役員 

１．総務部、経理部、経営企画部、労

  働人事部および CSR 部の担当を 

  委嘱する。 

執行役員 

１．総務部、経理部、経営企画部、 

  人事部および CSR 部の担当を委 

  嘱する。 

金藤 秀司 執行役員 

１．東日本事業所長を委嘱する。 

２．中部事業所の担当を委嘱する。 

執行役員 

１．千葉事業所長を委嘱する。 

２．中部事業所の担当を委嘱する。 
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佐々木 富雄 執行役員 

１．製造流通 SI 事業部長を委嘱する。

２．製造流通 SI 事業部東日本営業部長

  を委嘱する。 

３．幕張システムプラザ担当役員補佐

  を委嘱する。 

執行役員 

１．SI ソリューション事業部副事業部

  長を委嘱する。 

２．営業企画部、SI ソリューション事

  業部第 1営業部および第 1開発部

  の担当を委嘱する。 

３．SI ソリューション事業部第 1営業

  部長を委嘱する。 

柏原 大造 執行役員 

１．西日本事業所長を委嘱する。 

(株)エクサ 京浜システム開発部長 

 

 

 

 

 

３．執行役員の異動  (2011 年 6 月下旬開催予定の株主総会以降) 

 (1)新任常務執行役員 

  ・渡部 尚史    ( 現職  監査役 ) 

 (2)退任 

  ・杉  充     ( 現職  常務執行役員 ) 

 (3)執行役員分担 (2011 年 4 月 1 日からの変更) 

氏 名 6 月下旬以降 4 月 1 日付 

堀田 善一 専務執行役員 

１．営業総括部、SI ソリューション企

  画部、ERP・BI ソリューション部、

  人事給与ソリューション部、基盤ソ

  リューション部、製造流通 SI 事業

  部、金融ソリューション事業部、食

  品ソリューション事業部、プロダク

  ト事業部の統括を委嘱する。 

２．幕張システムプラザの担当を委嘱 

  する。 

専務執行役員 

１．営業総括部、SI ソリューション企

  画部、ERP・BI ソリューション部、

  人事給与ソリューション部、基盤ソ

  リューション部、製造流通 SI 事業

  部、金融ソリューション事業部、食

  品ソリューション事業部、プロダク

  ト事業部の統括を委嘱する。 

２．開発企画部、情報システム部、幕張

  システムプラザの担当を委嘱する。

畠山 廣造 専務執行役員 

１．鉄鋼総括部、標準統一プロジェクト、

  東京事業所、東日本事業所、西日本

  事業所、中部事業所の統括を委嘱す

  る。 

２．鉄鋼総括部、標準統一プロジェクト

  の担当を委嘱する。 

専務執行役員 

１．鉄鋼総括部、標準統一プロジェクト、

  東京事業所、東日本事業所、西日本

  事業所、中部事業所の統括を委嘱す

  る。 

２．品質管理部、プロジェクト推進部、

  鉄鋼総括部、標準統一プロジェクト

  の担当を委嘱する。 

野村 信三 常務執行役員 

１．食品ソリューション事業部長を委嘱

 する。 

常務執行役員 

１．食品ソリューション事業部長を委嘱

 する。 

２．プロダクト事業部長を委嘱する。 

渡部 尚史 常務執行役員 

１．プロダクト事業部長を委嘱する。 

２．品質管理部、プロジェクト推進部、

  開発企画部、情報システム部の担当

  を委嘱する。 

監査役 
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４．部長人事  (2011 年 4 月 1 日付) 

 新職 現職 

木村 晋 品質管理部長 鉄鋼総括部主任部員 

永山 尚博 プロジェクト推進部長 兼情報シス

テム部長 

品質管理部長 兼プロジェクト推進部

長 

武田 雅人 営業総括部長 営業企画部長 

船尾 哲也 SIソリューション企画部長 SIソリューション事業部SIソリューシ

ョン企画部長 

下田 純 ERP・BIソリューション部長 SIソリューション事業部ERP事業推進

部長 

大野 修一 人事給与ソリューション部長 関連営業部長 

峯岸 克己 基盤ソリューション部長 SIソリューション事業部基盤ソリュー

ション部長 

藤原 敏樹 製造流通SI事業部ソリューション営

業部長 

SIソリューション事業部第2営業部長

奥野 敦己 製造流通SI事業部開発部長 SIソリューション事業部第１開発部長

兼第2開発部長 

芳本 満 製造流通SI事業部副事業部長 兼関

西事業所長 兼開発部長 

SIソリューション事業部関西事業所長

兼開発部長 

小林 喜之 製造流通SI事業部関西事業所営業部

長 

SIソリューション事業部関西事業所営

業部長 

菅野 英毅 製造流通SI事業部豊田事業所長 SIソリューション事業部豊田事業所長

得能 泰男 金融ソリューション事業部企画部長 金融ソリューション事業部金融事業推

進部長 

國安 誠 金融ソリューション事業部副事業部

長 兼開発部長 

金融ソリューション事業部開発部長 

一瀬 彰 食品ソリューション事業部副事業部

長 

プロダクト事業部副事業部長(ソリュ

ーション開発部、製品開発部の担当)

兼ソリューション開発部長 
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菱山 尚史 食品ソリューション事業部企画部長 プロダクト事業部食品事業企画部長 

新原 晃二 食品ソリューション事業部営業部長 プロダクト事業部食品営業部長 

田浦 敬久 食品ソリューション事業部開発部長 東京事業所第1開発部長 

青木 秀二 プロダクト事業部営業部長 プロダクト事業部e-ドキュメント営業

部長 

宮本 忍 プロダクト事業部開発部長 プロダクト事業部製品開発部長 

 

上野 敏一 鉄鋼総括部長 (株)エクサ JFEスチール事業部鉄鋼

システム管理部長 

森 弘之 標準統一プロジェクトリーダー (株)エクサ JFEスチール事業部鉄鋼

システム第2開発部長 

小笠 雅樹 東京事業所副所長(関連企業営業部、

製造・保全関連システム部、流通・

サービス関連システム部の担当) 

鉄鋼総括部統括役員付主任部員 

田村 哲哉 東京事業所販生流システム開発部長 (株)エクサ JFEスチール事業部鉄鋼

システム第1開発部営業システム室長 

瀬尾 良平 東京事業所経営管理システム開発部

長 

東京事業所第2開発部長 

木下 仁 東京事業所技術部長 鉄鋼総括部長 

田中 智 東京事業所関連企業営業部長 (株)エクサ JFEスチール事業部鉄鋼

システム営業部長 

藤井 雅文 東京事業所製造・保全関連システム

部長 

(株)エクサ JFEスチール事業部グル

ープシステム第2開発部長 

杉原 明 東京事業所流通・サービス関連シス

テム部長 

東京事業所第3開発部長 

津田 和弘 東日本事業所副所長 兼企画部長 

兼京浜システム開発部長 

(株)エクサ JFEスチール事業部グル

ープシステム第1開発部長 

中田 衛志 東日本事業所副所長 兼千葉システ

ム開発部長 

千葉事業所副所長 

森本 哲也 西日本事業所副所長 兼企画部長

兼倉敷システム開発部長 

西日本事業所副所長 
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糟谷 太郎 西日本事業所副所長 兼福山システ

ム開発部長 

(株)エクサ JFEスチール事業部福山

システム開発部長 

高田 政記 退職 

アトラス情報サービス株式会社へ 

SIソリューション事業部副事業部長

(関西事業所、豊田事業所の担当) 

 

 

以上 

 



履 歴 書 

 

 

わたなべ たかし

 渡部 尚史

1952 年 1 月 17 日 生 

 

 

１９７５年  ３月   東北大学経済学部卒業 

 

１９７５年  ４月   日本鋼管株式会社入社 

     

２００３年  ４月   JFE スチール株式会社 新統合システム推進班主任部員 

 

２００６年  ４月   同社 IT 改革推進部主任部員 

             

２０１０年  ４月   同社 IT 改革推進部長 

            現在に至る 
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履 歴 書 

 

 

やまもと たかひろ

 山本 崇博

1950 年 10 月 9 日 生 

 

 

１９７３年  ３月   同志社大学経済学部卒業 

 

１９７３年  ４月   日本鋼管株式会社入社 

     

１９９３年  ４月   同社 本社付統括スタッフ 株式会社エヌ・ケー・エクサ出向 

               鉄鋼システム本部企画調整 部長 

 

１９９６年  ４月   同  福山システムセンター所長 

 

１９９９年  ９月   同  金融システム本部 本部長 

 

２００１年  ３月   株式会社エヌ・ケー・エクサに転籍 

 

２００２年  １月   株式会社エクサ 社名変更 

            金融・カード事業部 事業部長 

 

２００３年  ４月   同社  第 1 事業部新統合プロジェクト部長 

 

２００６年  ４月   同社  第 1 事業部 副事業部長 兼企画調整部長 

 

２００８年  ４月   同社  執行役員 

 

２００９年  １月   同社  第 1 事業部 事業部長 

 

２０１０年  １月   同社  JFE スチール事業部 事業部長 

            現在に至る 
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履 歴 書 

 

 

つづきまさゆき

 都築正行

1948 年 8 月 23 日 生 

 

 

１９７1 年  ３月   名古屋大学経済学部経営学科卒業 

 

１９７１年  ４月   三菱商事株式会社入社  

 

１９９７年  １月   同 基幹システム開発室長 

 

２００１年  ４月   同 全社情報化担当部長 兼 株式会社アイ・ティ・フロンティア 

            常務執行役員（出向） 

 

２００４年  ４月   同 理事 CIO 補佐 

 

２００８年  ３月   コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 常勤監査役 

 

２０１０年  ５月   慶応義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究 

            支援統括補佐 

    現在に至る 
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履  歴  書 

 

 

 

原田
は ら だ

 敬太
け い た

 

1957 年 6 月 20 日 生 

 

１９８２年  ３月 京都大学大学院工学研究科数理工学科 修了 

１９８２年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

１９８８年 １０月 川鉄システム開発株式会社出向 

１９９１年  ４月 川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室 

１９９６年  ７月 同社 水島製鉄所企画部システム室長 

２００３年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員 

２００６年  ４月 同社 ＩＴ改革推進部主任部員 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 

11 



12 

履 歴 書 

 

かしはら だいぞう

 柏原 大造

1952 年 1 月 3 日 生 

 

 

１９７７年  ３月   慶応義塾大学大学院工学部管理工学専攻修士課程修了 

 

１９７７年  ４月   日本鋼管株式会社入社 

     

１９８７年  １０月  同社 本社付主任部員 株式会社エヌ・ケー・エクサ出向 

               第 2 事業部福山センター開発第 2 チーム 

 

１９９５年  ７月   同  第 1 営業部 部長 

 

１９９６年  ７月   同  ビジネスシステム営業部 部長 

 

２０００年  ５月   同  福山センター所長 

 

２００２年  １月   株式会社エクサ 社名変更 

 

２００３年  １月   同  コンサルティングプロジェクト担当マネージャー 

 

２００４年  １月   同社  製造・流通システム事業部 事業部長 

 

２００４年  ３月   株式会社エクサに転籍 

 

２００６年  １月   同社  第 3 事業部企画調整担当マネージャー 

 

２００６年 １１月   同社  NE プロジェクト部 理事 

 

２００８年  １月   同社  中部・西日本支社 副支社長 

 

２００９年  １０月  同社  第 1 事業部京浜システム開発部 部長 

 

２０１０年  １月   同社  JFE スチール事業部 京浜システム開発部 部長 

            現在に至る 


