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2015年2月3日 
各  位 
 

上場会社名 日本ユニシス株式会社    
代表者名  代表取締役社長 黒川 茂 

（コード番号 8056 東証第1部） 
問合せ先 広報部長 林 幸彦 

（TEL.03-5546-7404）    
 

日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動（代表取締役の異動を含む） 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：黒川 茂、以下 日本ユニシス）は、下記の通り機構改

革と人事異動を行います。 
 

     機構改革（2015年4月1日） 
 
     役員人事（2015年4月1日） 
      ◆ 取締役人事（本日2015年2月3日の取締役会で決定） 
    人事異動（2015年4月1日） 

◆ 執行役員人事 
◆ 組織長人事（ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門、インキュベー

ション部門、広報部、人事部、業務部、総合技術研究所、法務部、内部監査部、

支社・支店） 
       ◆ 子会社社長人事（NUL システムサービス･コーポレーション、エイタス、トレード

ビジョン） 

 
日本ユニシスグループは、2014 年 12 月 1 日に発表した中期経営計画（Innovative Challenge 

Plan）に基づき、成長戦略である「デジタルイノベーションの取り組み強化」「ライフイノベーシ

ョンを中心とした事業創出強化」「ビジネス ICTプラットフォームの変革推進」を実行するため 
に機構改革・人事異動を行います。 

 

【機構改革】 変更日 2015年4月1日 
 
中期経営計画（Innovative Challenge Plan）の成長と変革を実現するために、以下の主な改定を実施

する。 
 

（1）ビジネスイノベーション部門 
・成長領域のポジション獲得を目指し、「①マーケティングのデジタル化、②体験・移動・滞在型サ

ービスのデジタル化、③地域生活サービスのデジタル化、④IoT ビジネスの拡大（全般）」を重点

分野として再編し、市場の変化に合わせて柔軟に対応するため、ユニット制度を導入する。 
・業種業界をまたがる横断的なエコシステムを推進するため、エコシステム推進事業部を新設する。 
・地方拠点に対し、地方創生、VisitJapan のミッションを追加し、各事業部は支社・支店と連携して

ビジネスを推進する。 
 

（2）ビジネスサービス部門 
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・営業 SE 一体型の組織編成から、スキルシフトを行い変革を実現するため、ビジネスサービス部門

としてリソースマネジメントを一本化する。 
・各組織を技術のライフサイクル、および顧客ビジネスの維持拡大を目指し再編し、柔軟にリソース

マネジメントを実施できるようにユニット制度を導入する。 
・「サービスの工業化（標準化）」を推進するシステムサービス推進部を新設する。 
・グループ全体で共通化・強化を図る必要のある領域に対し、企画機能と実行機能を一体化し変革ス

ピードを加速する。このため、アウトソーシング企画統括部（アウトソーシングの企画、実行機

能）とサービス企画部（技術戦略、基盤系プロダクト商品企画）を新設し、成長領域に必要な新

技術の蓄積を行うアドバンスド技術統括部と連携し、変革を実行する。 
 
（3）インキュベーション部門 
・新たなポジションに向けた中長期の取り組み、およびビジネス創出機能をインキュベーション部門

として再編し、インキュベーション部門に成長領域を牽引する全社プロジェクトを設置する。 
・日本ユニシスグループ全体で進めるプロジェクトとして、「決済イノベーションプロジェクト」

「マーケティングイノベーションプロジェクト」「地方創生チャネルプロジェクト」を新設し、グ

ループ横断して事業化を推進する。 

 

【役員人事】 

 

◆代表取締役人事 

本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役人事を決定しました。 
 
(1)異動の理由  中期経営計画の達成に向け、当社代表取締役の役割と責任を明確にし、 

グループガバナンス体制を強化するため。 
(2)異動の内容   

【昇任】 （4月1日就任予定）                              （ ）内は現在の役職 
 ▽代表取締役常務執行役員  向井 俊雄（ムカイ トシオ）（取締役常務執行役員） 

  生年月日  昭和30年2月9日生 
 経  歴  昭和53年4月 三井物産(株)入社 

平成15年3月 同社経理部税務室長 
平成17年6月 同社会計・リスク統括部総合企画室長 
平成18年4月 同社業務プロセス管理部長 
平成19年4月 米国三井物産(株)SVP&CFO 
平成22年6月 三井物産(株)内部監査部検査役 
平成24年4月 当社執行役員兼経理部長 
平成26年4月 当社常務執行役員 
平成26年6月 当社取締役常務執行役員（現） 

 所有株式数 4,800 株 
  

【退任】 
▽代表取締役 龍野 隆二（タツノ リュウジ） 
 なお、龍野 隆二は 3 月末日をもって、代表取締役を辞任し取締役になるとともに、

株主総会後に顧問に就任予定。 
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▽代表取締役上席専務執行役員  高橋 修（タカハシ オサム） 
  なお、高橋 修は 3 月末日をもって、代表取締役を辞任し、取締役になるとともに、

上席専務執行役員を任期満了により退任予定。株主総会後に顧問に就任予定。 

 

【人事異動】 発令日 2015年4月1日 

 
◆執行役員人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
ユニアデックス 取締役常務執

行役員 兼 日本ユニシス ビ

ジネスイノベーション部門 部

門付  

金融事業部門長  常務執行役員 岩田 和洋 

上席執行役員 兼 ビジネスサ

ービス部門 第二ユニット長 
執行役員 兼 製造流通事業

部門 副部門長 

 岡田 正之 

上席執行役員 兼 インキュベ

ーション部門 グローバルイン

キュベーション部長 

執行役員 兼 ビジネスイノ

ベーション部門 部門付 

 角田 道彦 

執行役員 兼 ビジネスサービ

ス部門 第四ユニット長 
兼 ビジネスサービス部門 ア

ドバンスド技術統括部長 

システム技術部門 アドバン

スド技術部長 

 佐藤 和雄 

 
【退任】（3月末日任期満了退任予定） 
▽上席常務執行役員 秋山 眞    [4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽常務執行役員       山下 良一  [4月1日をもって顧問に就任予定]   

 ▽執行役員         大友 勝博   [4月1日をもって顧問に就任予定] 
 
◆組織長人事  
 
■ビジネスイノベーション部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
第一ユニット長 公共事業部門 公共第三事業

部長 
執行役員 永井 和夫 

第一ユニット ファイナンシャル第二

事業部長 
金融事業部門 金融第二事業

部長 

 永島 直史 

第一ユニット ファイナンシャル第三

事業部長 
金融事業部門 金融第三事業

部長 

 竹内 裕司 

第一ユニット 郵政プロジェクト長 金融事業部門 郵政プロジェ

クト長 

 柴田 光宏 

第二ユニット長 製造流通事業部門長 執行役員 齊藤 昇 

第二ユニット インダストリサービス

第一事業部長 
製造流通事業部門 ビジネス

サービス事業部長  

 渡邉 岳冶 

第二ユニット インダストリサービス

第二事業部長 
製造流通事業部門 ビジネス

サービス事業部 副事業部長

 田中 建 



 - 4 -

新職 旧職 継続職 氏名 
第二ユニット インダストリサービス

第三事業部長 
製造流通事業部門 製造工業

事業部長 

 松岡 正典 

第三ユニット長 公共事業部門 副部門長 
兼 公共第一事業部長 

執行役員 小西 宏和 

第三ユニット 公共サービス第一事業

部長 
公共事業部門 公共第二事業

部長 

 石山 直樹 

第三ユニット 公共サービス第二事業

部長 
公共事業部門 公共第三事業

部エアライン営業部長 

 小林 俊浩 

第三ユニット ファイナンシャル第一

事業部長 
金融事業部門 金融第三事業

部 副事業部長 

 小石 良明 

第四ユニット長 ビジネスイノベーション部門

副部門長 兼 ビジネスアグ

リゲーション部長 

執行役員 兵働 広記 

第四ユニット エコシステム推進事業

部長 
公共事業部門 公共第一事業

部 副事業部長 

 藤田 優 

 
■ビジネスサービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
第一ユニット長 金融事業部門 副部門長 兼

金融システム第一本部長 
執行役員 橋本 博文 

第一ユニット 金融システム第一本

部長 
金融事業部門 金融システム

第一本部 副本部長 

 小柳 俊治 

第一ユニット 金融システム第二本

部長 
金融事業部門 金融システム

第二本部長 

 星 恒夫 

第一ユニット 郵政システム本部長 金融事業部門 郵政プロジェ

クト 副プロジェクト長 

 佐々木 貴司 

第二ユニット 製造システム本部長 製造流通事業部門 製造流通

システム本部長 

 宮本 智之 

第二ユニット 流通システム本部長 製造流通事業部門 製造流通

システム本部 副本部長 

 松田 勇 

第三ユニット長 公共事業部門 副部門長 兼

公共システム本部長 
執行役員 石山 耕一 

第三ユニット 公共システム本部長 公共事業部門 公共システム

本部 副本部長 

 平田 淳 

第三ユニット システムサービス推

進部長 
システム技術部門 アドバン

スド技術部 システムサービ

ス推進室長 

 滝本 照久 

第四ユニット サービス企画部長 中部支社長  栗山 進至 

第五ユニット長 
兼 情報システムサービス部長 

システム技術部門 エンハン

ス／セキュリティ技術部長 

 林 尊 

第五ユニット アウトソーシング企

画統括部長 
金融事業部門 金融システム

第二本部 基盤技術企画部長 

 馬場 定行 
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■インキュベーション部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

ビジネスイノベーション推進部長 ビジネスイノベーション部門

副部門長 兼 社会基盤事業

推進部長 

執行役員 八田 泰秀 

総合マーケティング部長 ビジネスイノベーション部門

新ビジネス推進部長 

 森口 秀樹 

決済イノベーションプロジェクト長 ビジネスイノベーション部門

社会基盤事業推進部 事業開

発一室長 

 富田 孝志 

マーケテイングイノベーションプロ

ジェクト長 
ビジネスイノベーション部門

総合マーケティング部長 

 藤戸 哲也 

地方創生チャネルプロジェクト長 ビジネスイノベーション部門

社会基盤事業推進部 事業開

発三室長 

 田北 哲也 

DXNビジネス推進部長 DXNビジネス推進部長  塚田 勝之 
 
■広報部  

新職 旧職 継続職 氏名 
広報部長 製造流通事業部門 部門付  上山 広三 
 
■人事部 

新職 旧職 継続職 氏名 
人事部長 業務部長  宮下 尚 
 
■業務部  

新職 旧職 継続職 氏名 
業務部長 人事総務部長 執行役員 松尾 桂志 
 
■総合技術研究所 

新職 旧職 継続職 氏名 
総合技術研究所長 システム技術部門 総合技術

研究所長 

 羽田 昭裕 

 
■法務部 

新職 旧職 継続職 氏名 
法務部長 法務部  田村 充 
 
■内部監査部 

新職 旧職 継続職 氏名 
内部監査部長 IR部長  蔵田 容子 
 
■支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
関西支社長 公共事業部門長  常務執行役員 伊地知 吉徳 
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新職 旧職 継続職 氏名 
中部支社長 製造流通事業部門 流通第一

事業部長 

 吉清 恵一 

北陸支店長 ビジネスイノベーション部門

社会基盤事業推進部 事業開

発二室長 

 星 和浩 

静岡支店長 金融事業部門 金融第一事業

部 第四営業部長 

 美内 正博 

 
◆子会社社長人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
NUL システムサービス･コー

ポレーション 代表取締役社

長 

日本ユニシス グローバルビジ

ネス推進部長 

 竹田 幸博 

エイタス 代表取締役社長 ユニアデックス 常務執行役員  末吉 一也 
トレードビジョン 代表取締

役社長 
トレードビジョン システムサー

ビス部長 

 平井 久則 

 
以上 

 
＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

日本ユニシス株式会社 広報部 報道室 小林 
電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
 


