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平成 25 年３月 29 日 

各 位 

 

                       会 社 名 株式会社アルゴグラフィックス 

                       代表者名 代表取締役会長執行役員 藤澤 義麿 

                       （コード番号 ７５９５ 東証第一部） 

                       問合せ先 取締役執行役員 管理統括部長 

                                        井潟 博彦 

                                    (TEL 03-5641-2037) 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年４月１日付で組織変更及び人事異動を実施することを決定いたしましたので、その

主要な部分についてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更 

１）営業本部をＰＬＭ事業を主管とするＰＬＭ事業本部とＩＴインフラ事業を主管とするＳＩ事業

本部、および地域密着型で事業を行う中部事業部、西日本事業部に再編する。 

２）本社および東北、宇都宮、静岡の営業各事業部は、ＰＬＭ事業本部またはＳＩ事業本部の傘下と

する。 

３）カスタマサービス本部を技術本部に名称変更し、営業本部と同様の主旨でＰＬＭサービス事業本

部、ＩＴサービス事業本部、およびプロジェクト推進事業部、ＣＳ推進事業部に再編する。 

４）ＰＬＭサービス事業本部、ＩＴサービス事業本部は上流工程から下流工程までを一貫して担当す

る体制とする。 

 

２．主な人事異動 

ア）新任執行役員 

氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

渡辺 勝 執行役員 ＰＬＭ事業本部 第四事業部長 第六事業部長 

猪塚 武美 執行役員 ＰＬＭサービス事業本部長 ＰＬＭビジネス推進事業部長 

執行役員伊藤俊彦は平成 25 年 3月 31 日付けで退任いたします。 

その他の執行役員は変更ありません。 

 

イ）営業部門（営業本部） 

氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

斎藤 成一郎 取締役常務執行役員 ＳＩ事業本部長 取締役常務執行役員 社会公共事業部長 

中井 隆憲 取締役執行役員 ＰＬＭ事業本部長 取締役執行役員 第四事業部長 
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氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

大嶋 真二 ＳＩ事業本部 第一事業部長 第一事業部長 

鶴見 昌久 ＳＩ事業本部 第二事業部長 社会公共事業部 情報通信営業部長 

座間 清 ＳＩ事業本部 第三事業部長 第三事業部長 

池田 亮太 ＰＬＭ事業本部 第一営業部長 第四事業部 第一営業部長 

堀江 啓太 ＰＬＭ事業本部 第二営業部長 第四事業部 第二営業部 担当部長 

中村 義雄 ＰＬＭ事業本部 第三営業部長 第五事業部 営業部長 

宮本 高明 ＰＬＭ事業本部 第四営業部長 第二事業部 第一営業部長 

熊木 清久 ＰＬＭ事業本部 第一事業部長 東北事業所長 

小林 栄一 ＰＬＭ事業本部 第二事業部長 静岡事業所長 

徳永 幸樹 ＰＬＭ事業本部 第二事業部 第一営業部長 第四事業部 第四営業部長 

松本 好彦 ＰＬＭ事業本部 第二事業部 第二営業部長 第四事業部 第三営業部長 

中島 智史 ＰＬＭ事業本部 第三事業部長 第二事業部長 

森園 伸太郎 
ＰＬＭ事業本部 第三事業部 プロジェクト

推進部長 
第四事業部 Ｄ-プロジェクト推進部長 

武村 聡 ＰＬＭ事業本部 第四事業部 第一営業部長 第六事業部 営業部長 

斎藤 正利 ＰＬＭ事業本部 第四事業部 第二営業部長 第三事業部 第一営業部長 

深田 徹 ＰＬＭ事業本部 第五事業部長 第五事業部長 

坂本 俊 ＰＬＭ事業本部 宇都宮システム開発事業部長 ３Ｄ技術推進事業部長 

大森 英明 ＰＬＭ事業本部 ニュービジネス推進事業部長 第四事業部 ビジュアライゼーション推

進部長 

大笹 吉浩 中部事業部 ＣＳ推進部長 中部事業部 ＰＬＭ推進部長 

 

ウ）システム部門（技術本部） 

氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

石川 清志 取締役執行役員 技術本部長 取締役執行役員 カスタマサービス本部長 

中田 義弘 執行役員 ＩＴサービス事業本部長 執行役員 ＩＴビジネス推進事業部長 

山﨑 輝幸 ＩＴサービス事業本部 副事業本部長 
ＩＴビジネス推進事業部 サイエンティ

フィックソリューショアーキテクト 

高木 淳 ＩＴサービス事業本部 副事業本部長 
東日本ＩＴシステム推進事業部 第一Ｉ

Ｔサービス推進部長 

高井 円 
ＩＴサービス事業本部 ＳＳビジネス推進部

長 

ＩＴビジネス推進事業部 ＳＳビジネス

推進部長 

二見 鉄郎 
ＩＴサービス事業本部 第二サービス推進部

長 

東日本ＩＴシステム推進事業部 第二Ｉ

Ｔサービス推進部長 

黒須 文夫 
ＩＴサービス事業本部 第三サービス推進部

長 

東日本ＩＴシステム推進事業部 第三Ｉ

Ｔサービス推進部 部長代理 

石田 大輔 
ＰＬＭサービス事業本部 ＰＬＭビジネス推

進事業部 ソリューション開発部長 

ＰＬＭビジネス推進事業部 Ｖ６プロジ

ェクト推進部 部長代理 



3 
 

氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

天野 康弘 
ＰＬＭサービス事業本部 ＰＬＭビジネス推

進事業部 ＣＡＥ推進部長 

ＩＴビジネス推進事業部 第一ＣＡＥソ

リューション推進部長 

木村 俊規 
ＰＬＭサービス事業本部 第一ＰＬＭ開発推

進事業部長 
開発事業部長 

濱崎 元 
ＰＬＭサービス事業本部 第一ＰＬＭ開発推

進事業部 第一ＰＬＭ開発部長 

開発事業部 第二ＰＬＭ開発部 ソリュ

ーションアーキテクト 

本田 賢司 
ＰＬＭサービス事業本部 第一ＰＬＭ開発推

進事業部 第二ＰＬＭ開発部長 
開発事業部 第二ＰＬＭ開発部長 

関谷 尚之 
ＰＬＭサービス事業本部 第一ＰＬＭ開発推

進事業部 第三ＰＬＭ開発部長 
ＤＥ事業部 ＤＥ開発部長 

門井 孝之 
ＰＬＭサービス事業本部 第二ＰＬＭ開発推

進事業部長 
ＰＬＭ推進事業部長 

柳谷 直紀 ＣＳ推進事業部 第一ＣＳ推進部長 プロジェクト推進事業部 プロジェクト

推進部長 

中新 渉 ＣＳ推進事業部 第二ＣＳ推進部長 ＰＬＭ推進事業部 第二ＰＬＭソリュー

ション推進部長 

 

エ）管理部門（管理本部） 

氏  名 新役職（平成 25 年４月１日以降） 旧役職（平成 25 年 3 月 31 日まで） 

井潟 博彦 
取締役執行役員 管理統括部長（兼）総務部

長 

取締役執行役員 管理統括部長（兼）人

事・総務部長 

濱野 嘉二郎 執行役員 業務統括部長（兼）事業推進部長 執行役員 業務統括部長 

 

                                           以上 


