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平成25年２月22日 
各    位 

会 社 名  三 井 情 報 株 式 会 社 

代 表 者  代表取締役社長 社長執行役員 齋藤 正記 

 （コード番号：2665 東証第二部） 

問合せ先  取締役 常務執行役員 CFO 佐野 秋生 

 （電話番号 03-6376-1008） 

 

 

組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ 

 

 

当社は、平成 25 年２月 22 日開催の取締役会において、平成 25 年４月１日付の組織変更および役員を含

む人事異動を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．組織変更の主な内容 

（１） 営業部門 

顧客ニーズに対応するため業種別組織に再編する。また、当社が強みを持つソリューションを幅広く提供する

ため、業種別組織とは別に業種横断型のソリューション営業組織を設置する。加えて、営業人員を増強して営業

力の強化を図る。 

（２） 技術部門 

効果的かつ効率的な人員配置とソリューション開発力向上を目的として、営業部門と分離したソリューション別

の組織に再構成する。 

（３） コーポレート部門 

従来各事業部門で担当していた間接業務をコーポレート部門に集約し、業務の効率化を図る。 

 

※ 組織図は、別紙２に掲載しております。 

 

 

２．取締役委嘱業務の変更 

(1) 平成25年３月31日付 

新職 現職 氏名 

取締役 取締役 常務執行役員 

CFO、CCO、経理部・リスクマネジメント部管掌 

佐野 秋生 

取締役 取締役 常務執行役員 

CIO、CSO、情報戦略企画部・情報化推進部管掌 

先端技術センター センター長 

川嶋 哲夫 

取締役 取締役 執行役員 

MKIテクノロジーズ（株） 代表取締役社長 

机 重樹 
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(2) 平成25年４月１日付 

新職 現職 氏名 

取締役 常務執行役員 

営業管掌（ビジネスアライアンス部、商社営業本

部、金融営業本部、流通・不動産営業本部、通信・

公共営業本部、産業営業本部） 

金融営業本部 本部長 

兼 先端技術センター センター長 

取締役 常務執行役員 

事業管掌（ビジネスソリューション事業本部、プラット

フォームソリューション事業本部、サービス事業本

部、ITマネジメントサービスセンター管掌） 

鈴木 茂男 

取締役 常務執行役員 

CIO、CCO、コーポレート管掌（経営企画部、人事

総務部、業務管理部、情報化推進部） 

取締役 執行役員 

総務部・人事部・購買部・経営企画部管掌 

河内 健次 

取締役 執行役員 

CTO、技術管掌（アプリケーション技術本部、カスタ

マーソリューション技術本部、IT基盤技術本部、

R&Dセンター） 

取締役 執行役員 

CTO、R&Dセンター管掌 

加藤 幸久 

取締役 執行役員 

CMO、事業開発部・コンサルティング部・海外事業

部管掌 

取締役 執行役員 

CMO、事業戦略推進部管掌 

中谷 克久 

 

 

３．執行役員人事 

(1) 新任（平成25年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員  

MKIテクノロジーズ（株） 代表取締役社長 

経営企画部 役員補佐 坂田 祥司 

執行役員  

CFO、経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌 

経理部 CFO補佐 古屋 栄一 

 

(2) 委嘱業務の変更（平成25年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員  

通信・公共営業本部 副本部長 

執行役員  

プラットフォームソリューション事業本部  

副本部長 

秋沢 茂 

執行役員  

通信・公共営業本部 本部長 

執行役員  

プラットフォームソリューション事業本部 本部長 

兼 第四営業部 部長 

渡邉 辰夫 

執行役員  

IT基盤技術本部 本部長 

執行役員  

ビジネスソリューション事業本部 本部長 

兼 基幹営業部 部長 

阿部 義彦 

執行役員  

MKIテクノロジーズ（株） 取締役 

執行役員  

ビジネスソリューション事業本部 副本部長 

佐瀬 明美 

執行役員  

西日本統括 

執行役員  

サービス事業本部 本部長 

土肥 茂 

（注） MKIテクノロジーズ（株）の取締役人事は、平成25年3月27日開催の同社臨時株主総会の決議をもって承認の予定です。 
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４．人事異動 （平成25年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

理事 アプリケーション技術本部 副本部長 理事 ITマネジメントサービスセンター センター長 

兼 業務開発部 部長 

神戸 信光 

内部監査部 部長 総務部 部長 上月 登喜男 

人事総務部 部長 人事部 部長 土屋 稔 

業務管理部 部長 リスクマネジメント部 部長 藤井 昭則 

情報化推進部 部長 情報戦略企画部 部長 高橋 昭 

ビジネスプロセスサポート部 部長 購買部 部長 鈴木 和哉 

事業開発部 部長 ビジネスソリューション事業本部 

クラウドビジネス推進部 部長 

松島 健太郎 

コンサルティング部 部長 ― 伊部 辰郎 

海外事業部 部長 ― 武田 禎晴 

ビジネスアライアンス部 部長 事業戦略推進部 部長 河島 真司 

商社営業本部 本部長 サービス事業本部 クラウドサービス事業部 部長 熊田 憲治 

商社営業本部 MBK営業部 部長  ITマネジメントサービスセンター 

MBKサービス部 部長 

山井 弘志 

金融営業本部 金融営業部 部長 ビジネスソリューション事業本部 

金融営業部 部長 

吉田 有 

流通・不動産営業本部 本部長 プラットフォームソリューション事業本部 

役員補佐 

今井 信哉 

流通・不動産営業本部 流通営業部 部長 ― 渡辺 実 

流通・不動産営業本部 不動産営業部 部長 サービス事業本部 DCサービス営業部 部長 金田 慶春 

通信・公共営業本部 

情報通信第一営業部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

第二営業部 部長 

高田 康博 

通信・公共営業本部 

情報通信第二営業部 部長 
― 

清水 肇 

通信・公共営業本部 エリア営業部 部長 ― 新里 健一 

産業営業本部 本部長 ビジネスソリューション事業本部 

産業営業部 部長 

高岡 浩幸 

産業営業本部 

産業第一営業部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

事業管理部 部長 

市原 康宏 

産業営業本部 

産業第二営業部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

不動産営業部 部長 

横田 信幸 

次世代コミュニケーション事業本部 本部長 総務部 役員補佐 秦 健二郎 

次世代コミュニケーション事業本部 

市場開発部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

市場開発部 部長 

吉澤 比呂志 

次世代コミュニケーション事業本部 

コンタクトセンターサービス部 部長 

サービス事業本部 

GEM事業部 部長 

橋本 健 

IT基盤サービス事業本部 本部長 サービス事業本部 副本部長 渡辺 卓弥 

IT基盤サービス事業本部 

データセンターサービス部 部長 
― 

塩澤 恭一 
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新職 現職 氏名 

IT基盤サービス事業本部 

スマートサービス部 部長 

サービス事業本部 

事業推進部 部長 

西村 出 

IT基盤サービス事業本部 

クラウドサービス部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

事業推進部 部長 

上杉 繁夫 

アプリケーション技術本部 本部長 ビジネスソリューション事業本部 副本部長 人見 秀之 

アプリケーション技術本部  

コンサルティング技術部 部長 
― 

戸辺 信之 

アプリケーション技術本部  

エンタープライズ第一技術部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

ERPソリューション部 部長 

大谷 恭久 

アプリケーション技術本部  

エンタープライズ第二技術部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

事業推進部 部長 

岩下 秀樹 

アプリケーション技術本部  

金融技術部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

金融ソリューション部 部長 

持田 裕志 

カスタマーソリューション技術本部 本部長 ― 水谷 義忠 

カスタマーソリューション技術本部 

カスタマーソリューション第一技術部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

技術推進部 部長 

古山 学人 

カスタマーソリューション技術本部 

カスタマーソリューション第二技術部 部長 

ビジネスソリューション事業本部 

カスタマーソリューション一部 部長 

村井 裕之 

カスタマーソリューション技術本部 

カスタマーソリューション第三技術部 部長 
― 

山﨑 要 

IT基盤技術本部 

クラウドサービス技術部 部長 

サービス事業本部 

サービス技術部 部長 

鈴木 正伸 

IT基盤技術本部 

コンタクトセンターサービス技術部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

第一技術部 部長 

牧野 寿秀 

IT基盤技術本部 

データセンターサービス技術部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

業務統括部 部長 

玉川 秀路 

IT基盤技術本部 

スマートサービス技術部 部長 
― 

菊地 努 

IT基盤技術本部 

ネットワーク第一技術部 部長 
― 

村井 芳久 

IT基盤技術本部 

ネットワーク第二技術部 部長 

プラットフォームソリューション事業本部 

第二技術部 部長 

下尾 高太 

R&Dセンター 副センター長 プラットフォームソリューション事業本部 

ソリューション技術部 部長 

内田 利文 

 

以 上 

 

【添付資料】  

別紙１：平成26年３月期 執行役員体制 

別紙２：平成26年３月期 組織図 
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別紙１ 

平成25年２月22日 

三井情報株式会社 

 

平成２６年３月期 執行役員体制  

 

                                                    (平成25年４月１日付) 

役職 氏名 (新)担当 （現）担当 

社長執行役員 齋藤 正記 ※ 全般 全般 

常務執行役員 鈴木 茂男 ※ 営業管掌 * 

金融営業本部 本部長 兼 先端技術セ

ンター センター長 

事業管掌 

常務執行役員 河内 健次 ※ CIO * 、CCO * 

コーポレート管掌 * 

総務部・人事部・購買部・経営企画部管掌

執行役員 加藤 幸久 ※ CTO * 

技術管掌 * 

CTO * 

R&Dセンター管掌 

執行役員 中谷 克久 ※ CMO * 

事業開発部・コンサルティング部・海外事

業部管掌 

CMO * 

事業戦略推進部管掌 

執行役員 秋沢 茂 通信・公共営業本部 副本部長 プラットフォームソリューション事業本部  

副本部長 

執行役員 渡邉 辰夫 通信・公共営業本部 本部長 プラットフォームソリューション事業本部 

本部長 兼 第四営業部 部長 

執行役員 阿部 義彦 IT基盤技術本部 本部長 ビジネスソリューション事業本部 本部長 

兼 基幹営業部 部長 

執行役員 佐瀬 明美 MKIテクノロジーズ㈱ 

取締役 

ビジネスソリューション事業本部 

副本部長 

執行役員 土肥 茂 西日本総括 サービス事業本部 本部長 

執行役員 坂田 祥司 MKIテクノロジーズ㈱ 

代表取締役社長 

経営企画部 役員補佐 

執行役員 古屋 栄一 CFO * 

経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌 

経理部 CFO補佐 

 

※ 取締役兼務 

*  CCO=チーフコンプライアンスオフィサー、CIO=チーフインフォメーションオフィサー、CTO=チーフテクノロジーオフィサー 

CMO＝チーフマーケティングオフィサー、CFO=チーフフィナンシャルオフィサー 

営業管掌＝ビジネスアライアンス部、商社営業本部、金融営業本部、流通・不動産営業本部、通信・公共営業本部、産業営業本部 管掌 

コーポレート管掌＝経営企画部、人事総務部、業務管理部、情報化推進部 管掌 

技術管掌＝アプリケーション技術本部、カスタマーソリューション技術本部、IT基盤技術本部、R&Dセンター 管掌 
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別紙２ 

平成25年２月22日 

 三井情報株式会社 

平成26年３月期 組織図 

次世代コミュニケーション事業本部

IT基盤サービス事業本部

取締役会

社長

事業開発部

産業第一営業部

シンガポール支店

経理部

人事総務部

業務管理部

MKIテクノロジーズ㈱

経営企画部

MKI（U.K.）, LTD

MKI(U.S.A), Inc.

金融技術部

ビジネスプロセスサポート部

クラウドサービス技術部

アプリケーション技術本部

エンタープライズ第二技術部

コンサルティング技術部

カスタマーソリューション第三技術部

コンタクトセンターサービス技術部

ネットワーク第一技術部

データセンターサービス技術部

R&Dセンター

カスタマーソリューション技術本部

IT基盤技術本部

流通・不動産営業本部

MBK営業部

スマートサービス部

ネットワーク第二技術部

海外事業部

コンタクトセンターサービス部

データセンターサービス部

スマートサービス技術部

エンタープライズ第一技術部

クラウドサービス部

カスタマーソリューション第二技術部

監査役会

商社営業本部

不動産営業部

金融営業本部

コンサルティング部

市場開発部

流通営業部

カスタマーソリューション第一技術部

産業第二営業部

ビジネスアライアンス部

産業営業本部

金融営業部

エリア営業部

情報通信第二営業部

通信・公共営業本部 情報通信第一営業部

情報化推進部

内部監査部

監査役室

 


