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組織改定および人事異動等に関するお知らせ 

 
 当社は、平成23年３月28日開催の取締役会において、下記のとおり平成23年４月１日付で組織改定、人事異

動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１． 組織改定 
 （１）組織改定の目的 

既存ビジネスの顧客・地域特化、および新規ソリューションビジネスの強化を図り、また意思決定を迅速

化することにより、お客様への更なるサービス価値向上を目指すものです。 
 
 （２）組織改定の内容 

・組織の意思決定を迅速化するため、本部制から製造・販売・管理の機能が一体となった事業部制に移行し、 
現行の１統括４本部８事業部35部／室（計48組織）を５事業部32部／室（計37組織）とする。 

・既存ビジネスの顧客・地域特化を図るため、東日本事業部・西日本事業部・パナソニックグループ事業部・ 
中部事業部を設置する。 

・新規ソリューションビジネスの強化を図るため、ソリューション事業部を設置する。 
・管理組織として営業活動を横断的に企画・推進する営業推進室と、中国を中心としたGlobal戦略等を 
企画・推進するGlobal推進室を設置する。 

 
２． 取締役に関する業務委嘱（平成23年４月１日付） 
  下記のとおり、取締役の業務委嘱を変更いたします。 
 

新業務委嘱 氏名 現業務委嘱 

社長特命事項担当 

リスク・コンプライアンス委員会 委員長 

株式会社MIS 代表取締役社長 

向井 春雄 企画管理本部長 

関西支社長 岸田 邦康 
TDI システムサービス株式会社 

代表取締役社長 

社長特命事項担当 奥田 幹夫 
ソリューション統括 西日本事業本部長 

兼 関西支社長 

財務会計基準機構会員 



３． 人事異動（平成23年４月１日付） 
 （１）事業部長および副事業部長 

新役職位 氏名 旧役職位 

東日本事業部長 澤谷 康有 

ソリューション統括 西日本事業本部 

ソリューション事業部長 

兼 ソリューションシステム部長 

東日本事業部 副事業部長 鈴木 照明 
ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第一事業部長 

西日本事業部長 芦谷 乾太郎 ソリューション統括 東日本事業本部長 

西日本事業部 副事業部長 

兼 西日本システム開発部長 
木村 和三 

ソリューション統括 西日本事業本部 

EU 事業部長 

パナソニックグループ事業部長 辻川 浩史 営業本部長 

パナソニックグループ事業部 副事業部長 

兼 パナソニックグループ営業部長 
新居 広志 

営業本部 パナソニック事業部長 

兼 パナソニック電工営業部長 

中部事業部長 礒野 博一 

ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第二事業部長 

兼 関西システム部長 

ソリューション事業部長 

兼 TDI コンサルティング・ソリューションズ(株) 

代表取締役社長 

田中 国武 
TDI コンサルティング・ソリューションズ(株) 

代表取締役社長 

ソリューション事業部 副事業部長 

兼 ソリューションビジネス部長 
南 耕 営業本部 副本部長 

 

（２）部長／室長 

新役職位 氏名 旧役職位 

経営管理部長 

情報開示担当者 
羽生 信一朗 企画管理本部 経営管理部長 

総務部長 仁科 昌治 企画管理本部 総務部長 

人事部長 太田 亮 
秘書室長 

兼 企画管理本部 人事部長 

情報システム部長 直原 雅哉 企画管理本部 情報システム部長 

コンピテンシー部長 角谷 正巳 
ソリューション統括 

コンピテンシー部長 

パートナー企画推進部長 福浜 高夫 

ソリューション統括 東日本事業本部 

東日本第二事業部長 

兼 物流ソリューション部長 

TDIシステムサービス(株) 常務取締役 

兼 情報技術開発株式会社 Global推進室長（※） 
松永 正彦 

ソリューション統括 パートナー事業部長 

兼 オフショア推進部長 

東日本事業部  

東日本システム営業部長 

兼 営業推進室長 

杉山 紳一 営業本部 東京システム営業部長 

東日本事業部 

東日本システム開発部長 
齋藤 太 

ソリューション統括 東日本事業本部 

東日本第一事業部 産業システム部長 



東日本事業部 

東日本金融システム部長 
田中 信裕 

ソリューション統括 東日本事業本部 

東日本第一事業部長 兼 金融システム部長 

TDIシステムサービス(株) 

東日本システムサービス事業部長 

兼 情報技術開発株式会社  

東日本事業部 統合システム部長（※） 

宮本 恵造 

TDIシステムサービス(株) 

東日本システムサービス事業部  

東日本統合システムサービス部長 

兼 東日本営業部長 

兼 情報技術開発株式会社 

営業本部 統合システム部長 

東日本事業部 

東日本業務管理部長 
斉藤 光義 企画管理本部 東京業務管理部長 

西日本事業部 

西日本システム営業部長 
玄野 剛 営業本部 関西システム営業部長 

西日本事業部 

西日本金融システム部長 
財木 義之 

ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第二事業部 関西システム部 

担当部長 

西日本事業部 

EUシステム部長 
江藤 潤 

ソリューション統括 西日本事業本部 

EU事業部 EUソリューション部長 

西日本事業部 西日本業務管理部長 

兼 パナソニックグループ事業部 

パナソニックグループ業務管理部長 

早田 光男 企画管理本部 関西業務管理部長 

パナソニックグループ事業部 

パナソニックシステム部長 
大野 幸生 

ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第一事業部  

パナソニックシステム部長 

パナソニックグループ事業部 

パナソニック電工システム部長 
清水 勝行 

ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第一事業部  

パナソニック電工システム部長 

中部事業部 中部システム営業部長 砂田 浩輔 
営業本部 中部システム営業部長 

兼 中部支社長 

中部事業部 中部システム開発部長 中谷 昌亨 
ソリューション統括 西日本事業本部 

西日本第二事業部 中部システム部長 

中部事業部 中部業務管理部長 水谷 裕彦 企画管理本部 中部業務管理部長 

ソリューション事業部 

ソリューション営業部長 
伊藤 裕一 

TDIコンサルティング・ソリューションズ(株) 

ソリューション二部長 

ソリューション事業部 

クラウドビジネス部長 

兼 ソリューション技術部長 

大島 一 
ソリューション統括  

ソリューション技術部長 

ソリューション事業部 

セキュリティビジネス部長 
磯村 一仁 

TDI コンサルティング・ソリューションズ(株)

ソリューション営業一部長 

兼 情報技術開発株式会社 

営業本部 ニュービジネス営業部長 

 
（※）グループ会社の役員および社員が当社の部長職および室長職を兼務 



４．組織図（平成23年４月１日付） 
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東日本事業部
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ＴＤＩビジネスシステムズ㈱

ＴＤＩｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

㈱ＭＩＳ

㈱エフ・エー・ソリューション
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中部システム営業部

中部システム開発部

中部業務管理部

ソリューション営業部

ソリューションビジネス部

クラウドビジネス部

セキュリティビジネス部

ソリューション技術部

 
 

以 上 




