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各   位 
 

       会 社 名  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
       代表者名  代表取締役社長 岩本 敏男 
          （コード番号  9613     東証第１部） 
       問合せ先  ＩＲ・ファイナンス室長  日下部 啓介 

         （ＴＥＬ. 03－5546－9962） 

 

 

役員の異動について 

 

 

株式会社ＮＴＴデータでは、以下のとおり、役員の異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

 

代表取締役等の異動 
 

本日開催の取締役会において、第25回定時株主総会（6月19日開催予定）に付議する取締役の候補者が決定されました。 

 

１．取締役候補 

取締役候補者 現  職 備  考 

代表取締役社長予定者 岩 本  敏 男 代表取締役社長  

代表取締役副社長執行役員

予定者 

山 田  英 司 代表取締役副社長執行役員 

パブリック＆フィナンシャルカンパニー長 

 

代表取締役副社長執行役員

予定者 

萩 野  善 教 代表取締役副社長執行役員 

エンタープライズITサービスカンパニー長 

 

代表取締役常務執行役員 

予定者 

栗 島    聡 代表取締役常務執行役員 

ソリューション&テクノロジーカンパニー長 

情報技術戦略担当 (CIO) 、 

セキュリティ戦略担当 (CISO) 、知的財産戦略担当 

 

取締役常務執行役員予定者 椎 名  雅 典 取締役常務執行役員 グループ経営企画本部長 

リスク管理統括担当（CRO）、 

コーポレート・ガバナンス担当、CSR担当 

 

取締役執行役員予定者 寒河江  弘 信 取締役執行役員 財務部長 財務統括担当（CFO）  

取締役執行役員予定者 植 木  英 次 執行役員 第二金融事業本部長 新任取締役候補

取締役相談役予定者 山 下    徹 取締役相談役  

取締役予定者 高 屋  洋一郎 取締役 

日本電信電話株式会社 新ビジネス推進室次長 

社外取締役候補

※代表取締役および執行役員の選定は、第25回定時株主総会終了後の取締役会において決定されます。 

 

今回の役員選任により、取締役は9名（現在8名）となります。 

 



執行役員の選定 
 

本日開催の取締役会において、2013年6月19日任命予定の執行役員が選定されました。新任執行役員、退任執行役員は

下記の通りです。 

 

１．新任執行役員 （任命日 2013年6月19日） 
 

執行役員（新任）  忽那 太郎 （現・人事部長） 

執行役員（新任）  木谷 強  （現・技術開発本部長） 

執行役員（新任）  柳  圭一郎（現・総務部長） 

執行役員（新任）  山口 重樹 （現・法人コンサルティング＆マーケティング本部長） 

 

２．退任執行役員 （退任日 2013年6月19日） 
 

執行役員（退任）  川島 祐治 （現・常務執行役員 リージョナルビジネス事業本部長） 

執行役員（退任）  中村 充孝 （現・常務執行役員 NTT DATA EMEA Ltd. Director and Chair） 

執行役員（退任）  大西 重之 （現・執行役員 ライフサポート事業本部長） 

執行役員（退任）  風間 雄一 （現・執行役員 第一法人事業本部長  

兼 同本部第一モバイルビジネス事業部長） 

 

 

役員の体制 

 
上記、役員の異動を踏まえ、2013年6月19日付けで下記の役員体制を予定しています。 

（なお、新しい業務分掌については、決定次第別途発表いたします。） 

 

【取締役】 

代表取締役社長  岩本 敏男 （現・代表取締役社長） 

代表取締役副社長執行役員 山田 英司 （現・代表取締役副社長執行役員 

        パブリック&フィナンシャルカンパニー長） 

代表取締役副社長執行役員 萩野 善教 （現・代表取締役副社長執行役員 

        エンタープライズITサービスカンパニー長） 

代表取締役常務執行役員 栗島  聡 （現・代表取締役常務執行役員 

        ソリューション&テクノロジーカンパニー長 

        情報技術戦略担当 (CIO) 、セキュリティ戦略担当 (CISO) 、 

        知的財産戦略担当） 

取締役常務執行役員 椎名 雅典 （現・取締役常務執行役員 グループ経営企画本部長 

リスク管理統括担当（CRO）、コーポレート・ガバナンス担当、 

        CSR担当） 

取締役執行役員  寒河江 弘信（現・取締役執行役員 財務部長 財務統括担当（CFO）） 

取締役執行役員  植木 英次 （現・執行役員 第二金融事業本部長） 

取締役相談役  山下  徹 （現・取締役相談役） 

取締役   高屋 洋一郎（現・取締役 

        日本電信電話株式会社 新ビジネス推進室次長）



【執行役員】 

常務執行役員  須田 和博 （現・常務執行役員 内部監査担当） 

常務執行役員  西畑 一宏 （現・常務執行役員 グローバルビジネス統括本部長  

        国際事業統括担当） 

常務執行役員(※1) 本間 洋  （現・執行役員 第三法人事業本部長） 

常務執行役員(※1) 岩井 利夫 （現・執行役員 公共システム事業本部長） 

執行役員  荒井 功  （現・執行役員 第四法人事業本部長） 

執行役員  遠藤 宏  （現・執行役員 基盤システム事業本部長） 

執行役員  石川 勝雅 （現・執行役員 第四金融事業本部長） 

執行役員  都築 秀範 （現・執行役員 第二法人事業本部長） 

執行役員  柴崎 正人 （現・執行役員 第三金融事業本部長） 

執行役員  笹田 和宏 （現・執行役員 ビジネスソリューション事業本部長） 

執行役員  釘宮 英治 （現・執行役員 第一金融事業本部長） 

執行役員  神田 文男 （現・執行役員 恩梯梯数据（中国）有限公司 董事長  

恩梯梯数据（中国）投資有限公司 総裁） 

執行役員  John McCain（ジョン・マケイン） 

     （現・執行役員 NTT DATA, Inc. Director and CEO） 

執行役員  忽那 太郎 （現・人事部長） 

執行役員  木谷 強  （現・技術開発本部長） 

執行役員  柳  圭一郎（現・総務部長） 

執行役員  山口 重樹 （現・法人コンサルティング＆マーケティング本部長） 

 

【監査役】 

監査役   門𦚰 康裕 （現・常勤監査役） 

監査役   井上 裕生 （現・常勤監査役） 

監査役   日野 康臣 （現・常勤監査役） 

監査役   佐藤 りえ子（現・監査役） 
 
 
※1:執行役員から常務執行役員へ昇格 

以上 

【本件に関する問い合わせ先】 

株式会社ＮＴＴデータ  広報部      ＴＥＬ．０３－５５４６－８０５１ 


