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平成26年２月28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   河 内  健 次 

 （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 26 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 

・営業部門における一部の組織を統廃合する。 

・技術部門における本部制を廃止し、組織横断的なリソース管理を図る。 

 

※ 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（平成26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・産業営業本部、

通信・公共営業本部、次世代コミュニケーション事

業本部）、先端技術センター センター長 

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）、先端技術センター セ

ンター長 

鈴木 茂男 

取締役 常務執行役員 

CTO、技術管掌（コンサルティング部、エンタープラ

イズ技術部、金融技術部、カスタマーソリューション

第一技術部、カスタマーソリューション第二技術

部、カスタマーソリューション第三技術部、ネットワ

ーク技術部、コンタクトセンターサービス技術部、デ

ータセンターサービス技術部、クラウドサービス技

術部、スマートサービス技術部、R&D部） 

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） 

河内 健次 
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新職 現職 氏名 

取締役 執行役員 

CFO、CCO、管掌（業務管理部、経理部、ビジネス

プロセスサポート部） 

取締役 執行役員 

CFO、管掌（経理部、ビジネスプロセスサポート部） 

古屋 栄一 

取締役 執行役員 

技術業績管理担当 

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） 

加藤 幸久 

取締役 執行役員 

アジア事業統括 

シンガポール支店長 

取締役 執行役員 

CMO、管掌（事業開発部、コンサルティング部、海

外事業部）、西日本統括 

中谷 克久 

 

 

３．執行役員人事 

(1) 新任（平成26年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員  

CIO 
― 

清水 徹 

 

(2) 委嘱業務の変更（平成26年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員  

営業管掌取締役補佐（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・産業営

業本部、通信・公共営業本部、次世代コミュニケー

ション事業本部）、通信・公共営業本部 本部長 

執行役員  

通信・公共営業本部 本部長 

渡邉 辰夫 

執行役員  

技術プロジェクトマネジメント担当 

執行役員  

IT基盤技術本部 本部長 

阿部 義彦 

 

 

４．人事異動 （平成26年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

理事 CTO補佐（ERP推進担当） 理事 アプリケーション技術本部 副本部長 神戸 信光 

業務管理部 部長 ― 伊藤 雅史 

経理部 部長 業務管理部 部長 藤井 昭則 

商社営業本部 

MBK第一営業部 部長 

商社営業本部 

MBK営業部 部長 

山井 弘志 

商社営業本部 

MBK第二営業部 部長 
コンサルティング部 部長 

伊部 辰郎 

流通・不動産・産業営業本部 本部長 流通・不動産営業本部 本部長 今井 信哉 

流通・不動産・産業営業本部 

流通営業部 部長 

流通・不動産営業本部 

流通営業部 部長 

渡辺 実 

流通・不動産・産業営業本部 

不動産営業部 部長 

流通・不動産営業本部 

不動産営業部 部長 

金田 慶春 
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新職 現職 氏名 

流通・不動産・産業営業本部 

産業営業部 部長 

産業営業本部 

産業第一営業部 部長 

市原 康宏 

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 
― 

中野 雅裕 

IT基盤サービス事業本部 

スマートサービス部 部長 
― 

福永 達也 

ERP推進部 部長 産業営業本部 本部長 高岡 浩幸 

コンサルティング部 部長 ― 井上 憲二 

エンタープライズ技術部 部長 アプリケーション技術本部 本部長 人見 秀之 

金融技術部 部長 アプリケーション技術本部 

金融技術部 部長 

持田 裕志 

カスタマーソリューション第一技術部 部長 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 

村井 裕之 

カスタマーソリューション第二技術部 部長 ― 佐藤 久樹 

カスタマーソリューション第三技術部 部長 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 

ネットワーク技術部 部長 IT基盤技術本部 

ネットワーク第二技術部 部長 

下尾 高太 

コンタクトセンターサービス技術部 部長 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 

辰巳 英策 

データセンターサービス技術部 部長 IT基盤技術本部 

データセンターサービス技術部 部長 

玉川 秀路 

クラウドサービス技術部 部長 IT基盤技術本部 

クラウドサービス技術部 部長 

鈴木 正伸 

スマートサービス技術部 部長 IT基盤技術本部 

スマートサービス技術部 部長 

菊地 努 

R&D部 部長 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 

古山 学人 

 

以 上 

 

【添付資料】  

別紙１：平成27年３月期 執行役員体制 

別紙２：平成27年３月期 組織図
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 別紙１  

平成26年２月28日 

三井情報株式会社 

 

平成２7年３月期 執行役員体制  

                                                       (平成26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 （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・

産業営業本部、通信・公共営業本部、次

世代コミュニケーション事業本部） 

先端技術センター センター長 

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） 

先端技術センター センター長 

常務執行役員 河内 健次 ※ CTO *、技術管掌 （コンサルティング部、

エンタープライズ技術部、金融技術部、カ

スタマーソリューション第一技術部、カスタ

マーソリューション第二技術部、カスタマ

ーソリューション第三技術部、ネットワーク

技術部、コンタクトセンターサービス技術

部、データセンターサービス技術部、クラ

ウドサービス技術部、スマートサービス技

術部、R&D部） 

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） 

執行役員 古屋 栄一 ※ CFO *、CCO *、管掌（業務管理部、経理

部、ビジネスプロセスサポート部） 

CFO *、管掌（経理部、ビジネスプロセスサポ

ート部） 

執行役員 加藤 幸久 ※ 技術業績管理担当 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） 

執行役員 中谷 克久 ※ アジア事業統括、シンガポール支店長 CMO *、管掌（事業開発部、コンサルティング

部、海外事業部）、西日本統括 

執行役員 秋沢 茂 通信・公共営業本部 副本部長 通信・公共営業本部 副本部長 

執行役員 渡邉 辰夫 営業管掌取締役補佐（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・産業営業本部、通信・公共営

業本部、次世代コミュニケーション事業本

部）、通信・公共営業本部 本部長 

通信・公共営業本部 本部長 

執行役員 阿部 義彦 技術プロジェクトマネジメント担当 IT基盤技術本部 本部長 

執行役員 佐瀬 明美 MKIテクノロジーズ㈱ 

取締役 

MKIテクノロジーズ㈱ 

取締役 

執行役員 坂田 祥司 MKIテクノロジーズ㈱ 

代表取締役社長 

MKIテクノロジーズ㈱ 

代表取締役社長 

執行役員 清水 徹 CIO *  

※ 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 

CFO=チーフフィナンシャルオフィサー、CMO＝チーフマーケティングオフィサー 
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 別紙２  

平成26年２月28日 

 三井情報株式会社 

平成27年３月期 組織図 

社長

流通営業部

業務管理部

内部監査部

シンガポール支店

経理部

人事総務部

情報化推進部

MKIテクノロジーズ㈱

MKI（U.K.）, LTD

MKI(U.S.A), Inc.

ビジネスプロセスサポート部

次世代コミュニケーション事業本部

流通・不動産・産業営業本部

ネットワーク技術部

金融技術部

コンサルティング部

スマートサービス部

エンタープライズ技術部

カスタマーソリューション第三技術部

MBK第一営業部

クラウドサービス部

R&D部

MBK第二営業部

コンタクトセンターサービス部

スマートサービス技術部

クラウドサービス技術部

データセンターサービス技術部

カスタマーソリューション第二技術部

海外事業部

コンタクトセンターサービス技術部

金融営業部

エリア営業部

産業営業部

ＥＲＰ推進部

事業開発部

監査役会

商社営業本部

不動産営業部

金融営業本部

監査役室

経営企画部

取締役会

通信・公共営業本部 情報通信第一営業部

カスタマーソリューション第一技術部

市場開発部

IT基盤サービス事業本部 データセンターサービス部

情報通信第二営業部

ビジネスアライアンス部

 


