
2016年 3月 10日 

各 位 

東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号 

Ｊ Ｆ Ｅ シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  西 崎  宏 

（コード番号）  4 8 32  （東証第二部） 

（問合わせ先）  総務部長 山本  福己 

（電話番号）  03-5637-2100（代表） 

 

当社機構改革、取締役、監査役および執行役員体制について 

 

 当社は 2016年 3月 10日開催の取締役会において、 

・ 機構改革（2016年 4月 1日付） 

・ 取締役、監査役体制（2016年 6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定） 

・ 執行役員体制（2016年 4月 1日付） 

について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 機構改革（2016年 4月 1日付） 

製造流通システム事業部の再編（関西事業所および豊田事業所の全社組織化） 

 

 製造流通分野の重点顧客向け開発強化に加えソリューション分野の新規顧客拡大を

目指す関西事業所、およびトヨタ自動車株式会社向けを中心に中部地区での更なる事業

拡大を見込む豊田事業所における体制強化と意思決定の迅速化を図るため、製造流通シ

ステム事業部を再編し両事業所を全社組織として位置付ける。 

 

 

２． 取締役、監査役体制（2016年 6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定） 

(1) 退任予定取締役および監査役 

新職 氏名 現職 

顧問 渡部 尚史 取締役、常務執行役員 

顧問 宮原 一昭 取締役、常務執行役員 

顧問 福村 聡 取締役、常務執行役員 

顧問 深川 均 監査役 

 

(2) 新任予定取締役候補 

新職 氏名 現職 

取締役 佐々木 富雄 常務執行役員 

取締役 原田 敬太 執行役員 

取締役 國安 誠 執行役員 

 

(3) 新任予定監査役候補 

新職 氏名 現職 

監査役 土浜 茂稔 ＪＦＥメカニカル(株)総務部長 

土浜茂稔氏は社外監査役候補であります。 

 



(4) 株主総会以降の取締役および監査役体制 

役職 変更 氏名 現職 

代表取締役社長  西崎 宏 代表取締役社長 

取締役  上條 巧 取締役、常務執行役員 

取締役 新任 佐々木 富雄 常務執行役員 

取締役 新任 原田 敬太 執行役員 

取締役 新任 國安 誠 執行役員 

取締役(非常勤)  北山 直人 取締役（非常勤） 

ＪＦＥスチール(株)システム主監 

取締役(非常勤)  都築 正行 取締役（非常勤） 

監査役  金藤 秀司 監査役 

監査役 新任 土浜 茂稔 ＪＦＥメカニカル(株)総務部長 

監査役(非常勤)  安藤 武彦 監査役（非常勤） 

ＪＦＥスチール(株)法務部長 

監査役(非常勤)  冨澤 雄一 監査役（非常勤） 

ＪＦＥケミカル(株)監査役 

 

３． 執行役員体制  (2016年 4月 1日付) 

(1) 退任執行役員 

・渡部 尚史 ( 現職 常務執行役員 ) 

・宮原 一昭 ( 現職 常務執行役員 ) 

・福村 聡 ( 現職 常務執行役員 ) 

・柏原 大造 ( 現職 執行役員 ) 2016年 4月 1日付 顧問就任 

 

(2) 新任執行役員 

・笹井 一志 ( 現職 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー ) 

・森本 哲也 ( 現職 東日本事業所 副所長 兼 企画部長 兼 京浜システム開発部長 ) 

・菅野 英毅 ( 現職 製造流通システム事業部 関西事業所長 兼 豊田事業所長  ) 

・杉原 明 （ 現職 ソリューション事業部 営業部長 ） 

 

(3) 昇格 

① 専務執行役員昇格 

・上條 巧    ( 現職 常務執行役員 ) 

 

② 常務執行役員昇格 

・原田 敬太 ( 現職 執行役員 ) 

・國安 誠 ( 現職 執行役員 ) 

 

(4) 執行役員分担（2016年 4月 1日付） 

氏 名 役員分担 

西崎  宏 CEO 

 

上條 巧 専務執行役員 

１．管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、ＣＳＲ部）の総括

を委嘱する。 

２．共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリ

ューション企画部）の総括を委嘱する。 

３．労働人事部、営業企画部の担当を委嘱する。 



佐々木 富雄 常務執行役員 

１．製造流通システム事業部長を委嘱する。 

２．金融システム事業部長を委嘱する。 

３．幕張システムプラザの担当を委嘱する。 

原田 敬太 常務執行役員 

１．鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日

本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括を委嘱す

る。 

２．鉄鋼総括部の担当を委嘱する。 

３．西日本事業所長を委嘱する。 

國安 誠 常務執行役員 

１．鉄鋼関連事業部長を委嘱する。 

中村 元 執行役員 

１．総務部、経理部、経営企画部、ＣＳＲ部の担当を委嘱する。 

下田 純 執行役員 

１．食品システム事業部長を委嘱する。 

２．プロダクト事業部長を委嘱する。 

３．コンテンツ技術サービス部の担当を委嘱する。 

奥野 敦己 執行役員 

１．東日本事業所長を委嘱する。 

２．中部事業所の担当を委嘱する。 

船尾 哲也 執行役員 

１．ソリューション企画部の担当を委嘱する。 

２．ＥＲＰ・ＢＩ事業部長を委嘱する。 

３．ソリューション事業部長を委嘱する。 

笹井 一志 執行役員 

１．製鉄所システムプロジェクトの担当を委嘱する。 

２．製鉄所システムプロジェクトリーダーを委嘱する。 

森本 哲也 執行役員 

１．品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当を委嘱する。 

２．基盤事業部長を委嘱する。 

菅野 英毅 執行役員 

１．関西事業所長を委嘱する。 

２．豊田事業所長を委嘱する。 

杉原 明 執行役員 

１．東京事業所長を委嘱する。 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

佐々木
さ さ き

 富雄
と み お

 

1958年 11月 8日 生 

 

１９８１年  ３月 岩手大学工学部電子工学科 卒業 

１９９１年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

          同社 新事業本部電子機器事業推進部主査 

１９９４年 １０月 川鉄情報システム株式会社（当社）へ出向 

２００３年  ７月 当社 e-ドキュメントシステム部長 

２００４年 １０月 当社 営業本部製造流通営業部長 

２００５年  ４月 当社 営業本部組立製造営業部長 

２００７年  ４月 当社 営業本部東日本営業部長 

２００８年  １月 当社 営業本部営業企画部長 

２００９年  ４月 当社 執行役員 

２０１１年  １月 当社へ転籍 

２０１４年  ４月 当社 常務執行役員 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

原田
は ら だ

 敬
けい

太
た

 

1957年 6月 20日 生 

 

１９８２年  ３月 京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修士課程 修了 

１９８２年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

１９８８年 １０月 川鉄システム開発株式会社（当社）へ出向 

１９９１年  ４月 川崎製鉄株式会社水島製鉄所企画部システム室主査 

１９９６年  ７月 同社 水島製鉄所企画部システム室長 

２００３年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員 

２００６年  ４月 同社 ＩＴ改革推進部主任部員 

２０１１年  ３月 兼ねて 株式会社エクサ 監査役（非常勤）就任 

２０１１年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 ＩＴ改革推進部長 

２０１１年  ６月 兼ねて 当社 監査役（非常勤）就任 

２０１４年  ３月 当社監査役（非常勤）退任 

    株式会社エクサ監査役（非常勤）退任 

２０１４年  ４月 当社へ転籍 

当社 執行役員 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

 國安
くにやす

 誠
まこと

 

1961年 10月 4日 生 

 

１９８４年  ３月 甲南大学経済学部 卒業 

１９８４年  ４月 川鉄システム開発株式会社（当社） 入社 

２００３年  ４月 当社 ＫＣプロジェクト次長 

２００４年  ７月 当社 ＫＣプロジェクトリーダー 

２００５年  ９月 当社 Ｊ－ＢＥＡＴプロジェクトリーダー 

２００８年  ４月 当社 開発本部ＳＩソリューション第２開発部長 

２００９年  ４月 当社 ＳＩソリューション事業部第２開発部長 

２０１０年 １０月 当社 金融ソリューション事業部開発部長 

２０１１年  ４月 当社 金融ソリューション事業部副事業部長 兼 開発部長 

２０１２年  ４月 当社 執行役員 

 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

土浜
つちはま

 茂稔
しげとし

 

1957年 5月 20日 生 

 

１９８１年  ３月 慶應義塾大学法学部 卒業 

１９８１年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

１９８９年  ７月 同社 財務部資本市場室主査 

１９９０年 １１月 同社 新事業本部ＬＳＩ事業部宇都宮工場総務室主査 

１９９４年 １２月 同社 関連事業部主査 

１９９６年  ７月 同社 経営企画部グループ会社室主査 

１９９８年  ７月 同社 関連事業部主査 

２０００年  ７月 同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長 

２００３年  ４月 川鉄マシナリー株式会社出向 

２００４年  ４月 ＪＦＥメカニカル株式会社出向 

２００７年  ７月 同社 総務部長 

２００９年  ７月 同社へ転籍 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

笹井
さ さ い

 一志
ひ と し

 

1959年 8月 17日 生 

 

１９８２年  ３月 早稲田大学政治経済学部 卒業 

１９８２年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

２００３年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員 

２００５年  ４月 同社 西日本製鉄所工程部生産管理技術室長 

２０１１年  ７月 同社 ＩＴ改革推進部主任部員 

２０１４年  ４月 当社へ転籍 鉄鋼総括部長 

２０１５年  ４月 当社 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー 

     （現在に至る） 

 

  

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

森本
もりもと

 哲也
て つ や

 

1959年 12月 30日 生 

 

１９８３年  ３月 京都大学工学部情報工学科 卒業 

１９８３年  ４月 川崎製鉄株式会社 入社 

１９８８年  ４月 川鉄システム開発株式会社（当社）出向 

２００６年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 ＩＴ改革推進部主任部員 

２０１０年  ７月 当社へ出向 西日本事業所副所長 

２０１１年  ４月 当社 西日本事業所副所長 兼 企画部長 

兼 倉敷システム開発部長 

２０１２年  １月 当社へ転籍 

２０１２年  ７月 当社 西日本事業所副所長 兼 企画部長 

             兼 福山システム開発部長 

２０１４年  ４月 当社 東日本事業所副所長 兼 京浜システム開発部長 

２０１６年  １月 当社 東日本事業所副所長 兼 企画部長 

兼 京浜システム開発部長 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

菅野
か ん の

 英毅
ひ で き

 

1959年 1月 26日 生 

 

１９８４年  ３月 成蹊大学工学部工業化学科 卒業 

１９８９年  ９月 川崎製鉄株式会社 入社 

１９９２年  ４月 同社 システム・エレクトロニクス事業部技術部主査 

１９９４年 １０月 川鉄情報システム株式会社（当社）へ出向 

２００４年  ７月 当社 開発本部 コンタクトセンターシステム技術部長 

２００５年  ４月 当社 開発本部 プロダクトソリューション第１開発部長 

２００６年  ４月 当社 開発本部 豊田開発部長 

２００９年  ４月 当社 ＳＩソリューション事業部 豊田事業所長 

２０１１年  ４月 当社へ転籍 

２０１４年  ４月 当社 製造流通ソリューション事業部 豊田事業所長 

             兼 関西事業所長 

２０１５年  ４月 当社 製造流通システム事業部 豊田事業所 兼 関西事業所長 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 



 

 

 

履  歴  書 

 

 

 

杉原
すぎはら

 明
あきら

 

1960年 12月 7日 生 

 

１９８６年  ３月 東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻 修了 

１９８６年  ４月 日本鋼管株式会社 入社 

２００１年  ４月 同社 鉄鋼業務部ＩＴ戦略グループ統括スタッフ 

２００３年  ４月 ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員 

２００６年  ４月 同社 ＩＴ改革推進部主任部員 

２００７年  ７月 当社へ出向  

当社 開発本部 開発企画部 鉄鋼システム企画グループ長 

２００８年  ４月 当社 開発本部 東京事業所 第３開発部長 

２０１１年  ４月 当社 東京事業所 流通・サービス関連システム部長 

２０１２年 １０月 当社 東京事業所 関連第１システム部長 

２０１３年  １月 当社へ転籍 

２０１３年  ４月 当社 製造流通ＳＩ事業部 第２開発部長 

２０１４年  ４月 当社 製造流通ソリューション事業部 第２開発部長 

２０１５年  ４月 当社 ソリューション事業部 営業部長 

     （現在に至る） 

 

 

以  上 


