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平成 27 年 3 月 25 日 

各  位 

 会 社 名  ＮＣＳ＆Ａ株式会社 

 代表者名  代表取締役社長 松木 謙吾 

         （コード番号 9709 東証第２部） 

 問合せ先  取締役執行役員管理本部長 山下 政司 

         （TEL. 06-6946-1991） 

 

組織変更及び人事異動並びに役員人事内定のお知らせ 

 

 当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり４月１日付の組織変更と人事を決定し、平成 27 年

6 月下旬開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．組織変更の目的 

 ・ビジネスユニットの再編により、昨年８月に実行した企業統合のシナジー効果を加速する。 

 ・高収益ビジネスの拡大を実現するため、プライムビジネスとストックビジネスを強化する。 

 

２．組織変更の要点 

  現行の事業スタイル型の組織からマーケット対応型の組織へ変革する。 

（１）プライムビジネスを強化するため、主要なマーケット別に３つの事業本部に再編する。 

 ・パブリック事業本部 ： 官庁・公共・医療・社会インフラ 

 ・ファイナンシャル事業本部 ： 生命保険・金融・ノンバンク 

 ・エンタープライズ事業本部 ： 民間企業 

（２）ストックビジネスを強化するため、テクノロジー・サービス事業本部を新設する。可視化ビジネス、基盤

技術ビジネス、アウトソーシングビジネスをここに集約し、サービスのメニューを整備するとともに、収益性

の高い新サービスの創出・拡充に注力し、新たな市場を創造する。 

   

３．平成 27 年４月１日付人事 

（１）役員人事 

氏 名 新役職 旧役職 

濱口  忠三 取締役 ※ 代表取締役執行役員専務 

山口  満之 
取締役執行役員常務 テクノロジー・サ

ービス事業本部管掌  

取締役執行役員常務 第三事業本部管

掌  

小路口 謙治 
取締役執行役員常務 エンタープライズ

事業本部管掌 ※ 

代表取締役執行役員常務 第二事業本

部管掌、AMO 事業推進室管掌  

高原  宏和 
取締役執行役員常務 東京本社担当、

ファイナンシャル事業本部管掌 

取締役執行役員常務 東京本社担当、

第一事業本部管掌 
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石原  清和 
取締役執行役員常務 パブリック事業本

部長 
取締役執行役員 第一事業本部長 

辻   隆博 
取締役執行役員常務 エンタープライズ

事業本部長 
取締役執行役員 第二事業本部長 

河上   正 
取締役執行役員常務 ファイナンシャル

事業本部長 
取締役執行役員 第三事業本部長 

高森  正延 取締役執行役員常務 事業推進室長 取締役執行役員 事業推進本部長 

草彅  正利 

取締役執行役員 ファイナンシャル事業

本部 副本部長 兼 保険ソリューション

事業部長 

取締役執行役員 第三事業本部 副本

部長 兼 保険ソリューション事業部長 

実近  哲也 
取締役執行役員 アウトソーシング事業

推進室長 
取締役執行役員 AMO 事業推進室長 

※ 本日付で、別途「代表取締役の異動に関するお知らせ」を開示しております。 

 

（２）執行役員の異動及び新任執行役員 

氏 名 新役職 旧役職 

片山  真也 
執行役員常務 テクノロジー・サービス事

業本部長 

執行役員 第二事業本部 第三ソリュー

ション事業部長 

木下  幸夫 執行役員 管理本部 副本部長 
執行役員 第一事業本部 副本部長 兼

第一ＳＩ事業部長 

七野  広高 
執行役員 エンタープライズ事業本部

第二ソリューション事業部長 

執行役員 第二事業本部 第二ソリュー

ション事業部長 

成田  昌浩 
執行役員 エンタープライズ事業本部

第四ソリューション事業部長 

執行役員 第二事業本部 第四ソリュー

ション事業部長 

小林  裕明 
執行役員 パブリック事業本部 パブリッ

ク第二ソリューション事業部長 

執行役員 第一事業本部 第三ＳＩ事業

部長 

吉村  孝文 
執行役員 エンタープライズ事業本部

第一ソリューション事業部長 

執行役員 第二事業本部 ＡＭＯソリュ

ーション事業部長 

小崎  正己 
執行役員 ファイナンシャル事業本部

金融第一ソリューション事業部長 

執行役員 第三事業本部 営業統括部

長 

硎野  政弘 
執行役員 テクノロジー・サービス事業本

部 ＡＳＰ・ＡＭＯ事業部長 

執行役員 第三事業本部 システム開発

統括部長 

田村   薫 
執行役員 パブリック事業本部付 技術

主幹 
第一事業本部付 
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（３）その他の異動 

氏 名 新役職 旧役職 

清藤  秀則 管理本部 経営管理室長 
管理本部 経営企画室 上席スタッフス

ペシャリスト 

荒井   稔 
パブリック事業本部 パブリック第一ソリュ

ーション事業部長 

第一事業本部 第一ＳＩ事業部 第三シス

テム部長 

橋井   斉 
ファイナンシャル事業本部 金融第二ソリ

ューション事業部長 
第一事業本部 第二ＳＩ事業部長 

三橋  秀信 
エンタープライズ事業本部 第三ソリュー

ション事業部長 

第二事業本部 第三ソリューション事業

部 第二システム部長 

森本   豊 
エンタープライズ事業本部 第五ソリュー

ション事業部長 

第二事業本部 第五ソリューション事業

部長 

中山   篤 
テクノロジー・サービス事業本部 可視

化・プラットフォーム事業部長 

第一事業本部 ＩＴ基盤ソリューション事

業部長 

 

４．平成２７年 ６月下旬開催予定の定時株主総会日付人事 

平成 26 年８月１日の企業統合により肥大化した役員体制を見直し、経営と業務執行を分離するとともに、

適正なコーポレートガバナンスを確立するため、 平成２７年 ６月下旬開催予定の定時株主総会日付で、

以下の異動を行う予定です。 

氏 名 平成２７年 ６月株主総会後 平成２７年４月１日付 

石原  清和 執行役員常務 パブリック事業本部長 
取締役執行役員常務 パブリック事業本

部長 

辻   隆博 
執行役員常務 エンタープライズ事業本

部長 

取締役執行役員常務 エンタープライズ

事業本部長 

河上   正 
執行役員常務 ファイナンシャル事業本

部長 

取締役執行役員常務 ファイナンシャル

事業本部長 

高森  正延 執行役員常務 事業推進室長 取締役執行役員常務 事業推進室長 

草彅  正利 
執行役員 ファイナンシャル事業本部 副

本部長 兼 保険ソリューション事業部長

取締役執行役員 ファイナンシャル事業

本部 副本部長 兼 保険ソリューション

事業部長 

実近  哲也 
執行役員 アウトソーシング事業推進室

長 

取締役執行役員 アウトソーシング事業

推進室長 

呂   興平 
恩愛軟件（上海）有限公司 董事長兼総

経理 

取締役（非常勤） 

恩愛軟件（上海）有限公司 董事長兼総

経理 

以上 


