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平成２８年３月２５日 

  各  位 

会 社 名 ネ ッ ト ワ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 

     代表者名 代表取締役 社長執行役員 吉 野 孝 行 

（コード：７５１８ 東証第１部） 

照 会 先  本リリースに関する問い合わせ先      

取締役 常務執行役員 荒井 透 

（TEL.０３－６２５６－０６１５） 

 

        

平成２８年４月１日付 機構改革及び幹部人事異動のお知らせ 

 

 

当社は、平成２８年４月１日付で、次のとおり機構改革及び幹部人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 機構改革 

顧客視点に立った商品・サービスの提供、アカウント責任の明確化、および重複業務の統合を図るため、以下の

機構改組をする。 

（１）顧客密着度の強化、営業行動の改革を目的として、現在の2事業本部を東日本第１事業本部、東日本第２事業

本部、中部事業本部、西日本事業本部の 4 事業本部体制に再編する。 

（２）ソリューションの実装支援を強化し、柔軟な組織運営による生産性向上と利益貢献を目的として、エンジニアリ

ング本部を新設する。 

（３）運用サービスの設計および最適化の促進を図るため、保守運用サービス本部をカスタマーサービス本部とし

て再編する。 

（４）利益管理機能の強化を目的としてセールスオペレーション部を新設する。 

（５）重複機能の統廃合および全社の品質改善・向上を図るため、管理本部に TQM（TotalQualityManagement）推

進部を新設する。 

 

① 経営企画本部 

・当本部には、経営企画室、広報・IR室、情報システム部、人事部、グループ事業推進室を置く。 

ソリューション・サービス企画室を置く。 

② 管理本部 

・当本部には、製品・保守部材管理部、グループ購買部、TQM推進部、法務・CSR室、財務経理部、 

キャピタルサービス部を置く。 

③ 東日本第１事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、北海道営業部、東北営業部を置く。 

④ 東日本第2事業本部 
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・当本部には、第１営業部、第２営業部、第３営業部、第４営業部を置く。 

⑤ 中部事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、技術部を置く。 

⑥ 西日本事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、九州・沖縄営業部を置く。 

⑦ 市場開発本部 

・当本部には、市場開発営業部、ICT戦略支援部、セキュリティ戦略支援部を置く。 

⑧ エンジニアリング本部 

・当本部には、システム技術部、ファシリティ技術部を置く。 

⑨ カスタマーサービス本部 

・当本部には、運用サービス営業部、運用サービス開発部、運用サービス部、エキスパートオペレーション部 

テクニカルサポート部を置く。 

⑩ ビジネス推進本部 

・当本部には、応用技術部、商品企画部を置く。 

 

 

２．取締役の管掌（平成２8年4月1日付）  

管掌部門 取締役 

経営企画本部 

ビジネス推進本部 

Net One Systems USA, Inc.  President & CEO 

荒井 透 

市場開発本部 

エンジニアリング本部 

カスタマーサービス本部 

株式会社エクシード 代表取締役会長 

末光 俊一 

東日本第1 事業本部 

東日本第2 事業本部 

中部事業本部 

西日本事業本部 

鈴木 剛 

経営企画本部 グループ事業担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 代表取締役社長  

Net One Systems Singapore Pte.Ltd.  

Preｓident & CEO 

川口 貴久 

 

管理本部 

 

片山 典久 

 

経営企画本部 業務改善担当 

 

堀内 吉治 
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３．幹部人事異動 （平成２8年4月1日付）  

氏  名 新   職 旧   職 

末光 俊一 
常務執行役員 

エンジニアリング本部長 

常務執行役員 

東日本事業本部長 

鈴木 剛 常務執行役員 
常務執行役員 

西日本事業本部長 

平川 慎二 
執行役員 

東日本第1事業本部長 

執行役員 

市場開発本部長 

竹下 隆史 
執行役員 

東日本第2事業本部長 

執行役員 

東日本事業本部担当 

島田 紀夫 
執行役員  

西日本事業本部長 

執行役員 

西日本事業本部担当  

中村 淳一 
執行役員 

中部事業本部長 

執行役員 

西日本事業本部担当 

丸山 秋二 
（新任）執行役員 

カスターマーサービス本部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

取締役 

森 正英 （退任） 
執行役員 

保守運用サービス本部担当 
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氏  名 新   職 旧   職 

坂本 裕二 内部監査室長 

内部監査室長 

兼 内部監査室 監査ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

兼 内部監査室 内部統制推進ﾁｰﾑ  

ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

山形 昌子 経営企画本部 広報･IR 室長 経営企画本部 広報・IR 室 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

三木 太 経営企画本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業推進室長 
ネットワンパートナーズ株式会社 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｱﾗｲｱﾝｽ室長 

山田 貴光 管理本部 製品･保守部材管理部長 
保守運用ｻｰﾋﾞｽ本部  

製品･保守部材管理部長 

金内 俊男 管理本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ購買部長 
ネットワンパートナーズ株式会社 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ購買部長 

田木 孝司 管理本部 TQM 推進部長 東日本事業本部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

福本 英雄 管理本部 ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部長 管理本部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

高橋 慶介 東日本第1 事業本部 第1 営業部長 東日本事業本部 第6 営業部長 

皆川 謙太 東日本第1 事業本部 第2 営業部長 東日本事業本部 第3 営業部長 

高橋 朋一 東日本第1 事業本部 北海道営業部長 東日本事業本部 北海道営業部長 

斉藤 誠吾 東日本第1 事業本部 東北営業部長 東日本事業本部 東北営業部長 

中田 成紀 東日本第2 事業本部 第1 営業部長 東日本事業本部 第1 営業部長 

成田 吉充 東日本第2 事業本部 第2 営業部長 東日本事業本部 第2 営業部長 

辻 晃治 東日本第2 事業本部 第3 営業部長 東日本事業本部 第4 営業部長 

高柳 登 東日本第2 事業本部 第4 営業部長 東日本事業本部 第4 営業部 副部長 

前田 秀樹 中部事業本部 第1 営業部長 西日本事業本部 中部第1 営業部長 
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倉村 一弘 中部事業本部 第2 営業部長 西日本事業本部 中部第2 営業部長 

佐藤 隆平 中部事業本部 技術部長 西日本事業本部 技術部長 

新井 嘉美 ｾｰﾙｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長 
保守運用ｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ室 

ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

松本 陽一 
理事 

市場開発本部長  
ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 第2 応用技術部長 

上野 潤二 市場開発本部 市場開発営業部長 市場開発本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 

菅原 崇史 市場開発本部 ｾｷｭﾘﾃｨ戦略支援部長 東日本事業本部 ｾｷｭﾘﾃｨ戦略準備室長 

沖 千里 
市場開発本部  

ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ企画室長 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 商品企画部 副部長 

土屋 孝敏 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｼｽﾃﾑ技術部長 東日本事業本部 第2 ｼｽﾃﾑ技術部長 

毛塚 千秋 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ﾌｧｼﾘﾃｨ技術部長 東日本事業本部 ﾌｧｼﾘﾃｨ技術部長 

鈴木 厚太郎 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 運用ｻｰﾋﾞｽ営業部長 保守運用ｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽ導入支援部長 

林 龍太 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 運用ｻｰﾋﾞｽ開発部長 東日本事業本部 第1 ｼｽﾃﾑ技術部長 

川上 英起 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 運用ｻｰﾋﾞｽ部長 東日本事業本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 

中村 昌巳 
ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部  

ｴｷｽﾊﾟー ﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長 
東日本事業本部 第6 営業部 副部長 

高橋 芳典 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟー ﾄ部長 保守運用ｻｰﾋﾞｽ本部 ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟー ﾄ部長 

井上 直也 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 応用技術部長 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 第1 応用技術部 

NI ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ- 

村上 丈文 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 商品企画部長 Net One Systems USA，Inc. ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

有賀 秀樹 
ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾊﾟー ﾄﾅｰ事業部 第3 営業部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟー ﾄﾅｰ営業部長 
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金井 朗子 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部長 

水野 則人 
ネットワンパートナーズ株式会社 

業務管理事業部長 

ネットワンシステムズ株式会社 

管理本部 業務管理部長 

近 美香子 
ネットワンパートナーズ株式会社 

業務管理事業部 ｾｰﾙｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ｾｰﾙｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部 部長 

相原 正己 
ネットワンパートナーズ株式会社 

業務管理事業部 管理部長 

株式会社エクシード 

取締役 CFO 

 

 

以 上 


