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平成２３年３月２５日 

  各  位 

                会  社  名    ネットワンシステムズ株式会社 

                     代表者の役職名 代表取締役社長 吉 野 孝 行 

                                        （コード番号 ７５１８ 東証 第1 部） 

                  照  会  先        取締役  片 山 典 久  

                                              本リリースに関する問い合わせ先 

                                                        経営企画グループ ＩＲ室長  桝 田 智 照 

                                         Ｔ  Ｅ  Ｌ ０３－５４６２－０８０３ 

 

 

機構改革並びに役員及び幹部人事異動のお知らせ 

 

当社は、平成２３年４月１日付で、次のとおり機構改革並びに役員及び幹部人事異動を行いますので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

１．執行役員制度の導入（平成２３年４月１日付） 

（１）制度導入の目的 

取締役会の機能を経営管理・監督機能に重点化することにより、当社のコーポレートガバナンスの強化を図ると

ともに、経営管理・監督機能から分離された業務執行機能の迅速かつ効率的な遂行体制を構築するため、執行

役員制度を導入致します。 

（２）制度の概要 

①執行役員の任期は、１年とします。 

②執行役員の選任は、諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により行います。 

③執行役員の解任は、取締役会の決議により行います。 

④取締役は、執行役員を兼務することができます。 

（３）制度導入の時期 

平成23 年4 月1 日 

 

２．機構改革(平成２３年４月１日付)  

（１）経営企画グループ 

・CEOオフィス、事業戦略室を廃組し、経営企画室に統合する。 

（２）業務管理グループ 

・法務・CSR本部、人財開発本部、管理本部を新設する。 

（３）エンタープライズ事業グループ 

・EP第４営業本部、EP第５営業本部を新設する。 

（４）サービスプロバイダー事業グループ 
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・グループ直轄組織として営業支援部、技術支援部を新設する。 

・SP技術本部を廃組する。 

（５）エリア・パブリック事業グループ 

・グループ直轄組織として営業支援部を新設する。 

・首都圏公共営業本部、地域営業本部を廃組し、東日本営業本部、西日本営業本部を新設する。 

（６）サービス事業グループ（新設） 

・サービス事業推進グループとネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社の機能を、サービス事業の

推進を担うサービス事業グループに改組する。 

・サービス事業グループ配下に、サービスオペレーション本部、サービス営業本部、プロフェッショナルサービ

ス本部、エンジニアリングサービス本部、プラットフォームサービス本部、ネットワークファシリティエンジニアリ

ング本部、フィールドサービス本部、運用管理サービス本部、品質管理本部を置き、TQM推進室はグループ

直轄とする。 

 (７)ビジネス推進グループ 

・営業推進本部を廃組する。 

 

３．役員人事異動 

（１）取締役 市川 勝敏は、平成23 年3 月31 日付で取締役を辞任いたします。 

 

（２）常務取締役 齋藤 普吾は、執行役員制度導入に伴い、平成23 年4 月1 日付で取締役となります。 

 

４．取締役の管掌（平成２３年４月１日付） 

新担当部門 旧担当部門 取締役 

サービス事業グループ ビジネス推進グループ 吉野 孝行 

ネットワンパートナーズ株式会社  

（同社 代表取締役社長） 

ネットワンパートナーズ株式会社 

（同社 代表取締役社長） 
齋藤 普吾 

経営企画グループ、システム企画グループ、ビジ

ネス推進グループ 

経営企画グループ、サービス事業推

進グループ、システム企画グループ 
荒井 透 

業務管理グループ 
法務・ＣＳＲグループ、業務管理グル

ープ、人材開発グループ 
片山 典久 

エンタープライズ事業グループ エリア・パブリック事業グループ 鈴木 剛 

サービスプロバイダー事業グループ サービスプロバイダー事業グループ 末光 俊一 

エリア・パブリック事業グループ エンタープライズ事業グループ 大塚 浩司 
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５．執行役員体制(平成２３年4 月1 日付) 

新   職 旧   職 氏  名 

代表取締役 

社長執行役員  

代表取締役社長 

ビジネス推進グループ担当 
吉野 孝行 

取締役  

執行役員 経営企画グループ担当 

取締役 経営企画グループ 統括  

兼 サービス事業推進グループ 統括 
荒井 透 

取締役  

執行役員 業務管理グループ担当 

取締役  

業務管理グループ 統括 
片山 典久 

取締役  

執行役員  

エンタープライズ事業グループ担当  

取締役  

エリア・パブリック事業グループ 統括 
鈴木 剛 

取締役  

執行役員  

サービスプロバイダー事業グループ担当 

取締役  

サービスプロバイダー事業グループ  

統括 

末光 俊一 

取締役 

執行役員  

エリア・パブリック事業グループ担当 

取締役 エンタープライズ事業グループ  

統括 
大塚 浩司 

執行役員 サービス事業グループ担当 

兼 サービスオペレーション本部長 

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 取締役 
堀内 吉治 

執行役員 ビジネス推進グループ担当 ビジネス推進グループ 統括 篠浦 文彦 

執行役員 システム企画グループ担当 システム企画グループ 統括 森 正英 

執行役員  

エリア・パブリック事業グループ 

東日本営業本部 担当 

エリア・パブリック事業グループ  平川 慎二 

執行役員  

エリア・パブリック事業グループ担当 

西日本営業本部 担当 

エリア・パブリック事業グループ  

統括補佐 
早草 正昭 
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６．幹部人事異動(平成２３年4 月1 日付) 

新   職 旧   職 氏  名 

業務管理グループ 役員補佐 
ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 取締役 
丹野 和夫 

業務管理グループ 法務･CSR 本部長  

兼 内部統制推進部長 

法務･CSR グループ 統括  

兼 内部統制推進部長 
小池 義男 

業務管理グループ 法務･CSR 本部 

法務部長 
法務･CSR グループ 法務部長 伊藤 聡 

業務管理グループ 法務･CSR 本部   

CSR 推進部長 
法務･CSR グループ CSR 推進部長 松田 徹 

業務管理グループ 人財開発本部長 人材開発グループ 統括 柳瀬 俊一 

業務管理グループ 人財開発本部  

人事部長 
人材開発グループ  林 達郎 

業務管理グループ 人財開発本部  

人財開発部長 
人材開発グループ 人事部長 山田 浩二 

業務管理グループ 管理本部長 業務管理グループ 財務経理部長 相原 正己 

業務管理グループ 管理本部   

財務経理部長 

業務管理グループ 財務経理部  

管理会計チーム課長 
青山 純一 

業務管理グループ 管理本部  

業務統括部長 
業務管理グループ 業務部長 佐藤 雅己 

システム企画グループ 役員補佐  

兼 企画室長 

システム企画グループ 統括補佐  

兼 企画室長 
橋本 孝 

システム企画グループ  

ナレッジセンター 部長 

システム企画グループ  

ナレッジセンター  

プロセスサポートチーム 課長 

高澤 健二 

エンタープライズ事業グループ 役員補佐  

兼 EP 第5 営業本部長 

サービス事業推進グループ  

サービス推進本部長 
渡邊 秀男 

エンタープライズ事業グループ  

営業支援部長 
ビジネス推進グループ  宅間 朗 
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新   職 旧   職 氏  名 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第1 営業本部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部長 
中村 淳一 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第1 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第2 営業部長 
奥野 貴一郎 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第2 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第2 営業部  

第1 チーム 課長 

皆川 謙太 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第3 営業本部 第2 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第1 営業部長 
吉田 繁晴 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第4 営業本部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第3 営業本部 本部長補佐 
神田 隆至 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第4 営業本部 第1 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第2 営業本部 第1 営業部  
北野 忠之 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第4 営業本部 第2 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第3 営業本部 第3 営業部長 
城田 崇之 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第5 営業本部 中部営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 中部第2 営業部長 
岡田 隆伸 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第5 営業本部 関西営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 西日本第2 営業部長 
前田 秀樹 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 第1 技術部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 第2 技術部長 
古高 正道 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 第2 技術部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 プロフェッショナルエンジニ

アリング統轄部 PE 第2 部 副部長） 

山﨑 昭博 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 中部・関西技術部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 関西･四国技術部長 
伊保 次郎 

サービスプロバイダー事業グループ   

営業支援部長 

ビジネス推進グループ マーケティング本

部 第1 商品企画部長 
田中 厚 

サービスプロバイダー事業グループ   

技術支援部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 技術本部 第1 技術部長 
栗林 功 
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新   職 旧   職 氏  名 

サービスプロバイダー事業グループ   

ビジネス開発部長 

ビジネス推進グループ 営業推進本部 

営業推進部長 
児玉 文徳 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第1 営業本部長 
経営企画グループ 事業戦略室長 水野 則人 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第2 営業本部 第1 営業部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第2 営業本部 営業部長 
川本 浩史 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第2 営業本部 第2 営業部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第2 営業本部 営業部  

第1 チーム 課長 

上野 潤二 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

ビジネス開発部長 
立川 健児 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第1 営業部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第2 営業部長 
中田 成紀 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第2 営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第1 営業本部 本部長補佐 
加藤 浩一郎 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第3 営業部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第1 営業部長 
高柳 登 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第1 技術部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 技術本部 第2 技術部長 
矢萩 智晴 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 第3 営業本部 第2 技術部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

ビジネス開発部  
水野 国昭 

エリア・パブリック事業グループ  

営業支援部長 

エンタープライズ事業グループ  

営業支援部長 
坂上 健一 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部長 

エリア・パブリック事業グループ  

首都圏公共営業本部長 
辻 秀典 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 北海道営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 北海道営業部長 
高橋 慶介 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 東北営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 西日本第1 営業部長 
辻 晃治 
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新   職 旧   職 氏  名 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 東日本技術部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 東日本技術部  

東北技術第1 チーム 課長 

白戸 雅一 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 官公庁営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 本部長補佐 
堂下 剛史 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 アカデミック営業部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 第1 営業本部 
諸星 隆明 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 ケーブルメディア部長 

エリア・パブリック事業グループ  

首都圏公共営業本部 第3 技術部長 
鈴木 規夫 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 メディカル部長 

エリア・パブリック事業グループ 首都圏

公共営業本部 メディカル営業部長 
高橋 朋一 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 官公庁技術部長 

エリア・パブリック事業グループ 首都圏

公共営業本部 第1 技術部長 
高安 秋生 

エリア・パブリック事業グループ  

東日本営業本部 アカデミック技術部長 

エリア・パブリック事業グループ 首都圏

公共営業本部 第2 技術部長 
中村 昌巳 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部長 
竹林 聡 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 中部営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 中部第1 営業部長 
遠山 英樹 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 中部技術部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 中部技術部長 
佐藤 隆平 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 関西・四国営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 西日本第1 営業部  
石井 保弘 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 関西・四国技術部長 

エリア・パブリック事業グループ 地域営

業本部 関西･四国技術部 部長補佐 
内田 豊一 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 九州・中国営業部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 西日本第3 営業部長 
畠山 大輔 

エリア・パブリック事業グループ  

西日本営業本部 九州・中国技術部長 

エリア・パブリック事業グループ  

地域営業本部 中国･九州技術部長 
赤座 正樹 

サービス事業グループ 役員補佐 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 取締役） 

竹下 隆史 
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新   職 旧   職 氏  名 

サービス事業グループ  TQM 推進室長 経営企画グループ 統括補佐 磯﨑 洋一 

サービス事業グループ サービスオペレーショ

ン本部 サービス管理部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 経営計画室長） 

山岡 昇 

サービス事業グループ サービスオペレーショ

ン本部 サービスプロジェクト管理部長 

サービス事業推進グループ サービス推

進本部 サービス企画管理部長 
根本 直晴 

サービス事業グループ サービスオペレーショ

ン本部 PMO 部長 

サービス事業推進グループ  

サービス推進本部 PMO 推進部長 
野場 文明 

サービス事業グループ サービス営業本部長 
ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 サービス営業統轄部長 
玉村 史郎 

サービス事業グループ サービス営業本部  

サービス営業部長 

サービス事業推進グループ サービス推

進本部 サービス営業部長 
黒田 宜範 

サービス事業グループ  

プロフェッショナルサービス本部長 

ビジネス推進グループ マーケティング本

部 コンサルビジネス開発部長 
豊田 祥一 

サービス事業グループ プロフェッショナルサ

ービス本部 ビジネスコンサルティング部長 

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 サービスインテグレーション統

轄部 サービス設計部長 

伊藤 直樹 

サービス事業グループ プロフェッショナルサ

ービス本部 ネットワークアカデミー部長 

サービス事業推進グループ サービス推

進本部 ネットワークアカデミー部長 
沖 千里 

サービス事業グループ  

エンジニアリングサービス本部長 

サービスプロバイダー事業グループ  

SP 技術本部本部長 
剱持 勉 

サービス事業グループ エンジニアリングサー

ビス本部 エンジニアリング第1 部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 プロフェッショナルエンジニ

アリング統轄部 PE 第1 部長） 

金内 俊男 

サービス事業グループ エンジニアリングサー

ビス本部 エンジニアリング第2 部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 第1 技術部長 
滝島 大介 

サービス事業グループ エンジニアリングサー

ビス本部 エンジニアリング第3 部長  

兼 エンジニアリング第5 部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 プロフェッショナルエンジニ

アリング統轄部 PE 第3 部長） 

川上 英起 

サービス事業グループ エンジニアリングサー

ビス本部 エンジニアリング第4 部長 

エンタープライズ事業グループ  

EP 技術本部 第3 技術部長 
細井 真 
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新   職 旧   職 氏  名 

サービス事業グループ  

プラットフォームサービス本部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社  

エキスパートオペレーション統轄部長） 

辻 栄希 

サービス事業グループ  

プラットフォームサービス本部  

UC サービス部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社  

サービスインテグレーション統轄部長） 

岩渕 信一 

サービス事業グループ  

プラットフォームサービス本部  

PF サービス第1 部長 

ビジネス推進グループ  

マーケティング本部  

クラウドビジネス開発部長 

川嶋 弘行 

サービス事業グループ  

プラットフォームサービス本部  

PF サービス第2 部長 

ビジネス推進グループ 営業推進本部  

PF プロフェッショナル･サービス部長 
土屋 孝敏 

サービス事業グループ  

プラットフォームサービス本部  

PF サービス第3 部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社  

エキスパートオペレーション統轄部） 

千種 啓介 

サービス事業グループ ネットワークファシリテ

ィエンジニアリング本部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部長 
田上 一郎 

サービス事業グループ ネットワークファシリテ

ィエンジニアリング本部 事業推進部長 

兼 事業推進部 安全・品質チーム課長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

事業推進部長 

堀 淳 

サービス事業グループ  

ネットワークファシリティエンジニアリング本部 

営業推進部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

本部長補佐 兼営業推進部長 

宮島 信一郎 

サービス事業グループ  

ネットワークファシリティエンジニアリング本部 

東日本第1NFE 部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

東京第1NFE 部長 

白熊 貞夫 

サービス事業グループ  

ネットワークファシリティエンジニアリング本部 

東日本第2NFE 部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

東京第2NFE 部長 

石川 剛義 

サービス事業グループ  

ネットワークファシリティエンジニアリング本部 

西日本第1NFE 部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

西日本NFE 部長 

中島 浩之 

サービス事業グループ  

ネットワークファシリティエンジニアリング本部 

西日本第2NFE 部長 

サービス事業推進グループ ネットワーク

ファシリティエンジニアリング本部  

中部NFE 部長 

平尾 大 

サービス事業グループ  

フィールドサービス本部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 プロフェッショナルエンジニ

アリング統轄部長） 

田木 孝司 



10 
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サービス事業グループ フィールドサービス本

部 サービスサポート部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 プロフェッショナルエンジニ

アリング統轄部 PE 第2 部長） 

穂坂 和宏 

サービス事業グループ フィールドサービス本

部 東日本フィールドサービス部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 エキスパートオペレーション

統轄部 サービスサポートセンター  

サービスデスク グループ長） 

山田 貴光 

サービス事業グループ フィールドサービス本

部 西日本フィールドサービス部長 

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 エキスパートオペレーション統

轄部 西日本サービスセンター長 

岡野 淳 

サービス事業グループ  

フィールドサービス本部 サービス設計部長 

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社  

パーツオペレーション統轄部長 

柴田 善行 

サービス事業グループ  

運用管理サービス本部長 

兼 サービスシステム開発部長 

システム企画グループ  

ナレッジセンター部長 
種田 浩之 

サービス事業グループ  

運用管理サービス本部  

リモートオペレーション部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 ISO 推進室長） 

十文字 文夫 

サービス事業グループ  

運用管理サービス本部 運用管理部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 サービスインテグレーション

統轄部 サービス推進部長） 

佐野 昌司 

サービス事業グループ 品質管理本部長 
サービス事業推進グループ  

品質管理本部長 
豊田 和男 

サービス事業グループ 品質管理本部  

検査部長 

人材開発グループ 人事部付出向 

（ネットワークサービスアンドテクノロジー

ズ株式会社 パーツオペレーション統轄

部 東日本キッティングセンター長） 

山本 毅 

サービス事業グループ 品質管理本部  

ロジスティクス部長 

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ

株式会社 パーツオペレーション統轄部 

部材サービスセンター長 

黒木 昭宏 

サービス事業グループ 品質管理本部  

案件支援部長 

サービス事業推進グループ  

品質管理本部 商品管理部長 
伊藤 克己 

サービス事業グループ 品質管理本部  

品質保証部長 

サービス事業推進グループ  

品質管理本部 品質保証部長 
野坂 正昭 
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ビジネス推進グループ 役員補佐 ビジネス推進グループ 統括補佐 岩本 智浩 

ビジネス推進グループ マーケティング本部 

プロダクト・マーケティング部長 

ビジネス推進グループ マーケティング本

部 第2 商品企画部長 
高垣 謙一 

ビジネス推進グループ マーケティング本部 

ソリューション・マーケティング部長 

ビジネス推進グループ マーケティング本

部 ソリューション開発部長 
張 偉 

ビジネス推進グループ マーケティング本部 

サービス・マーケティング部長 

ビジネス推進グループ 営業推進本部 

PF サービス･マネジメント部長 
長谷 真義 

ビジネス推進グループ 技術本部  

第1 製品技術部長 

ビジネス推進グループ 技術本部  

ネットワークシステム技術部長 
飯田 健二 

ビジネス推進グループ 技術本部  

第2 製品技術部長 

ビジネス推進グループ 技術本部  

プラットフォームシステム技術部長 
高橋 芳典 

ビジネス推進グループ 技術本部  

ソリューション技術部長 

ビジネス推進グループ 営業推進本部 

技術部長 
松本 陽一 

ビジネス推進グループ 技術本部  

技術支援部長 

ビジネス推進グループ 技術本部  

プラットフォームシステム技術部  

UC チーム課長 

村元 裕二 

 

 

以 上 


