
平成 27年 2月 17日 
各  位 

 会 社 名  ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 
 代表者名 代表取締役社長  谷上 俊二 
  （コード番号：4687 東証一部） 
 問合せ先 取締役管理本部長 岩田 伸 
  （TEL：03-6730-8111） 
 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 
 

下記のとおり組織変更及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 
 
 
 

記 
 
 
１．組織変更（平成 27年 4月 1日付予定） 

平成25年度から平成27年度における中期経営計画の基本戦略に基づき、市場ニーズへ的確に対応し、
一層の事業拡大に向けた機動的な運営を推進するため、組織体制を一部再編する。 

 
１） 戦略システム事業本部（新設） 

新規顧客の獲得、既存顧客への新規ビジネス提案などによりビジネス規模の拡大を図るため、 
戦略システム事業本部を新設する。 

 
２） グループビジネス推進本部（新設） 

ＴＤＣソフトグループ企業間の連携強化を図るため、営業戦略本部のグループビジネス推進部を独立させ、 
グループビジネス推進本部を新設する。 

 
３） ダイバーシティ推進室（新設） 

多様化を積極的に活かし、変化しつづけるビジネス環境や多様化する顧客ニーズに対応するため、 
ダイバーシティ推進室を新設する。 
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２．人事異動 
１） 役員の異動（平成 27年 4月 1日付予定） 

 新 職 氏 名 現 職 

 
取締役専務執行役員 
グループビジネス推進本部長 小田島 吉伸 

取締役常務執行役員 
営業戦略本部長 
金融システム事業本部長兼務 

 
取締役執行役員 
社長付 鈴木 一正 取締役執行役員 

システム開発本部長 

 
取締役執行役員 
営業戦略本部担当 
法人システム事業本部長兼務 

北川 和義 取締役執行役員 
法人システム事業本部長 

 
執行役員 
戦略システム事業本部長 
営業戦略本部 副本部長兼務 

高瀬 美佳子 執行役員 
営業戦略本部 副本部長 

 
執行役員 
ソリューション事業部長 
システム開発本部 副本部長兼務 

小林 裕嘉 執行役員 
ソリューション事業部長 

 
執行役員 
システム開発本部長 
法人システム事業本部 副事業本部長兼務 

瓜生 力 
執行役員 
法人システム事業本部 副事業本部長 
システム開発本部 副本部長兼務 

 
執行役員 
ＩＣＴ事業本部 副事業本部長 
システム開発本部 副本部長兼務 

山崎 満 執行役員 
ＩＣＴ事業本部 副事業本部長 

 
執行役員 
金融システム事業本部長 
システム開発本部 副本部長兼務 

桜井 博 執行役員 
金融システム事業本部 副事業本部長 

 
 

執行役員 
営業戦略本部長 生井沢 昌美 営業戦略本部 副本部長 

金融システム事業本部 営業部長兼務 

 
２） 役員の異動（平成 27年 6月 26日付予定） 

 新 職 氏 名 現 職 

 顧問 鈴木 一正 取締役執行役員 
社長付 
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３） 人事異動（平成 27年 4月 1日付予定） 
 新 職 氏 名 現 職 
 【営業戦略本部】   

 理事 
営業戦略本部 特命担当 倉田 清二 

執行役員 
ＩＣＴ事業本部 副事業本部長 
同事業本部 通信ネットワーク事業部長兼務 

 【ソリューション事業部】   

 ソリューション事業部 営業部長 森 大基 ソリューション事業部 営業部 担当部長 

 ソリューション事業部 ソリューションサービス統括部長 大沢 晋 ソリューション事業部 
エンタープライズソリューション統括部 副統括部長 

 【クラウド＆サービス事業部】   

 
クラウド＆サービス事業部 事業部長補佐 
同事業部 プロダクト＆サービス開発部長兼務 熊田 稔 クラウド＆サービス事業部 プロダクト＆サービス開発部長 

 【ＩＣＴ事業本部】   

 
ＩＣＴ事業本部 ビジネスプロデュース推進部長 
同事業本部 インフラ統括部長兼務 長田 剛 ソリューション事業部 営業部長 

同事業部 ソリューションビジネス推進統括部長兼務 

 ＩＣＴ事業本部 事業本部長補佐 
同事業本部 基盤ネットワーク統括部長兼務 江村 和雄 ＩＣＴ事業本部 

通信ネットワーク事業部 ネットワークシステム統括部長 

 【金融システム事業本部】   

 金融システム事業本部 営業部長 
営業戦略本部 営業戦略推進部長兼務 根本 俊男 営業戦略本部 営業戦略推進部 副部長 

法人システム事業本部 営業部長兼務 

 【法人システム事業本部】   

 
法人システム事業本部 副事業本部長 
グループビジネス推進本部 副本部長兼務 
（天津梯递息軟件技術有限公司 董事長） 

鈴木 清美 営業戦略本部 副本部長 
（天津梯递息軟件技術有限公司 董事長） 

 法人システム事業本部 第１法人事業部 第２統括部長 
同事業本部 営業部長兼務 増山 裕之 金融システム事業本部 

第１金融事業部 クレジットシステム統括部 副統括部長 

 【戦略システム事業本部】   

 戦略システム事業本部 副事業本部長 上條 英樹 執行役員 
法人システム事業本部 副事業本部長 

 【グループビジネス推進本部】   
 グループビジネス推進本部 関西事業所長 橋本 宏 営業戦略本部 関西事業所長 

 【業務推進本部】   

 
業務推進本部 情報システム部長 
業務推進本部 ビジネスパートナー推進部長 
クラウド＆サービス事業部 クラウドオペレーション部長兼務 

石井 茂 業務推進本部 情報システム部長 
クラウド＆サービス事業部 クラウドオペレーション部長兼務 

 【ダイバーシティ推進室】   

 

ダイバーシティ推進室長 
金融システム事業本部 
第2金融事業部 金融ビジネスソリューション統括部 副統括部長 
同事業本部  
第 2金融事業部 銀行システム統括部 副統括部長兼務 

山田 亨 
金融システム事業本部 
第２金融事業部 金融ビジネスソリューション統括部 副統括部長 
同事業本部 
第２金融事業部 銀行システム統括部 副統括部長兼務 
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人材開発推進室 
セキュリティ・品質保証部 

管理本部 

ビジネスパートナー推進部 

経営企画部 
人事部 
経理部 
総務部 

わかばファーム推進室 

内部監査部 

情報システム部 

営業部 

企画部 

ソリューションビジネス統括部 

クラウド＆サービス事業部 

保険システム統括部 
クレジットシステム統括部 
銀行システム統括部 

金融ビジネスソリューション統括部 

第１統括部 
営業部 

第１金融事業部 

CMMI推進室 

業務管理部 

第２金融事業部 

第１法人事業部 

第２法人事業部 

代表取締役 

取締役会 

監査役会 
監査役 

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 
経営組織体制（平成27年4月1日現在） 

営業部 

ビジネスプロデュース推進部 

営業戦略推進部 
事業推進部 

第１統括部 
第２統括部 

クラウドオペレーション部 

営業部 

ソリューションサービス統括部 

クラウドサービス部 

営業部 

ソリューション事業部 

ＩＣＴ事業本部 

金融システム事業本部 

営業戦略本部 

業務推進本部 

法人システム事業本部 

プロダクト＆サービス開発部 

インフラ統括部 
基盤ネットワーク統括部 

第２統括部 
営業部 戦略システム事業本部 

戦略事業部 

システム開発統括部 

グループビジネス推進本部 

システム開発本部 

関西事業所 
グループビジネス推進部 

ダイバーシティ推進室 

戦略システム事業統括部 
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