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  平成 28年９月 26日 

各  位 

会 社 名  コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

 東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一 

 (コード番号：３８４４ 東証第一部 ) 

問合せ先 取締役経営管理統括本部長 太田 好彦 

 T e l : 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 28年９月 26日開催の取締役会において、下記の通り、平成 28年 10月１日付けの当社の組織

変更および人事異動ならびに子会社でありますコムチュアネットワーク(株)の組織名称変更を行うことを決

定いたしましたのでお知らせいたします。 

 また、８月 31日に公表し、10月３日に株式引渡しの上、当社連結子会社となる予定であります株式会社コ

メットホールディングスならびにその事業子会社である株式会社コメットの取締役、監査役に当社の取締役、

監査役が就任の予定でありますのであわせてお知らせいたします。  

 

                       記 

＜コムチュア株式会社＞ 

１．組織変更 

① クラウド、ビッグデータ、ＡＩ(人工知能)およびＩｏＴ(モノのインターネット)関連のビジネス拡

大のため、三つの事業本部の組織を再編いたします。 

・第一事業本部 

  Salesforce.com および AWS のクラウドソリュシューションビジネスの更なる成長を目指すク

ラウドソリューション本部と、企業向けシステム開発ビジネスの拡大を図るエンタープライズ

ソリューション本部に再編いたします。 

・第二事業本部 

  Microsoft Azure/Office 365 などのクラウドに関連したソリューション開発を行うコラボレ

ーション本部と、グループウェアなどのソーシャルソリューションおよびＡＩ、ＩｏＴなどのビ

ジネス展開を行うソーシャルソリューション本部に再編いたします。 

・第三事業本部 

  IT 需要の大きい金融業様向けにソリューションを提供するフィナンシャルソシューション本

部に加え、フィンテックソリューション本部を新設し、フィンテックやビッグデータなどのクラ

ウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術に関連したビジネス開発を行います。 

 

② クラウド、ビッグデータ、ＡＩ、ＩｏＴなど先進ソリューション技術を活用した提案力を強化し、

アジャイル開発など先端的なシステム開発手法の展開を行うため、クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術セ

ンターを新設いたします。 
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２．人事異動(平成 28年 10月 1日付) 

取締役・執行役員・事業本部長・本部長・部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

常務取締役 事業統括本部長 

兼 コムチュアマーケティング(株)代表取締役 

社長 

兼 日本ブレインズウエア(株)取締役 

常務取締役 事業統括本部長 

兼 事業統括本部 ビッグデータ・ＡＩ事

業推進室長 

兼 コムチュアマーケティング(株)代表取

締役社長 

兼日本ブレインズウエア(株)取締役 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

取締役 リソース・品質管理統括本部長 

兼 ジェイモードエンタープライズ(株)取締

役 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)代表取

締役社長 

兼 コムチュアネットワーク(株)取締役 ネ

ットワーク事業本部長  

兼 ネットワーク事業本部 基盤ソリューシ

ョン本部長 

取締役 リソース・品質管理統括本部長 

兼 ジェイモードエンタープライズ(株)取

締役 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)代表

取締役社長 

新井 宏久 

(ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｻ) 

執行役員 事業統括本部 第一事業本部長 

兼 事業統括本部 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ

技術センター長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 

ソリューションコンサルティング本部長 

兼 第一事業本部 エンタープライズソリュ

ーション本部長 

事業統括本部 ディレクター 

秋山 昌典 

(ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ) 

執行役員 事業統括本部 第三事業本部長 

兼 第三事業本部 フィナンシャルソリュー

ション本部長 

兼 第三事業本部 フィンテックソリューシ

ョン本部長 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)取締役 

執行役員 第一事業本部 金融ソリューシ

ョン本部長 

兼 金融ソリューション本部 金融ソリュ

ーション第二部長 

兼 金融ソリューション本部 ビッグデー

タソリューション部長 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)取締

役 

松井 健太 

(ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ) 

執行役員 第二事業本部 ソーシャルソリュ

ーション本部長 

執行役員 第二事業本部 グループウェア

ソリューション本部長 

山谷 明子 

(ﾔﾏﾀﾆ ｱｷｺ) 

執行役員 リソース・品質管理統括本部 人

事総務本部長 

兼 人事総務本部 人事部長 

兼 人事総務本部 総務部長 

リソース・品質管理統括本部 人事総務本

部長 

兼 人事総務本部 人事部長 

兼 人事総務本部 総務部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

吉清 隆之 

(ﾖｼｷﾖ ﾀｶﾕｷ) 

事業統括本部 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術

センター 開発技術本部長 

兼 第一事業本部 担当部長 

第一事業本部 クラウドソリューション本

部 クラウドソリューション部 第１グル

ープ担当部長 

森山 大輔 

(ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ) 

第二事業本部 コラボレーション本部長 

兼 コラボレーション本部 ＭＳクラウドソ

リューション部長 

第二事業本部 コラボレーション本部長 

兼 コラボレーション本部 コラボレーシ

ョン部長 

内山 慎吾 

(ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ) 

第一事業本部 クラウドソリューション本部 

ＳＦＤＣクラウドソリューション部長 

第一事業本部 クラウドソリューション本

部 クラウドソリューション部 マネージ

ャー 

安藤 幸司 

(ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ) 

第一事業本部 クラウドソリューション本部 

パブリッククラウドソリューション部長 

第三事業本部 システムソリューション本

部 システムソリューション第一部 第１

グループ担当部長 

小松崎 貴裕 

(ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 エンタープライズソリューション

第一部長 

第三事業本部 システムソリューション本

部 システムソリューション第一部長 

坂上 雅久 

(ｻｶｶﾞﾐ ﾏｻﾋｻ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 エンタープライズソリューション

第二部長 

事業統括本部 担当部長 

南部 洋介 

(ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 ＥＲＰソリューション部長 

第三事業本部 システムソリューション本

部 ＥＲＰソリューション部長 

髙橋 歩 

(ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ) 

第二事業本部 ソーシャルソリューション本

部 ソーシャルソリューション第一部長 

第二事業本部 グループウェアソリューシ

ョン本部 グループウェアソリューション

第一部長 

佐多 祐輔 

(ｻﾀ ﾕｳｽｹ) 

第二事業本部 ソーシャルソリューション本

部 ソーシャルソリューション第二部長 

第二事業本部 グループウェアソリューシ

ョン本部 グループウェアソリューション

第二部長 

西川 淳一 

(ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 

第二事業本部 ソーシャルソリューション本

部 ＡＩ・ＩｏＴソリューション部長 

第二事業本部 グループウェアソリューシ

ョン本部 グループウェアソリューション

第三部長 

大河原 篤 

(ｵｵｶﾜﾗ ｱﾂｼ) 

第三事業本部 フィナンシャルソリューション

本部 フィナンシャルソリューション第一部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部長 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

第三事業本部 フィナンシャルソリューション

本部 フィナンシャルソリューション第二部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第二部 第５グループ

担当部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

岩本 高佳 

(ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾖｼ) 

第三事業本部 フィナンシャルソリューション

本部 フィナンシャルソリューション第三部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第三部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

第三事業本部 フィナンシャルソリューション

本部 フィナンシャルソリューション第四部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第四部長 

窪田 英司 

(ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ) 

第三事業本部 フィンテックソリューション本

部 フィンテックソリューション部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第三部 課長 

長澤 航 

(ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳ) 

第三事業本部 フィンテックソリューション本

部 ビッグデータ・ＡＩソリューション部長 

第三事業本部 システムソリューション本

部 システムソリューション第二部 課長 

佐藤 伸祐 

(ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 担当部長 
事業統括本部 営業推進室長 

杉浦 臣光 

(ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾐﾂ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューショ

ン本部 エンタープライズソリューション第二

部 第１グループ担当部長 

第三事業本部 システムソリューション本

部 システムソリューション第一部 第１

グループ担当部長 

鈴木 将成 

(ｽｽﾞｷ ﾏｻｼｹﾞ) 

第二事業本部 コラボレーション本部 

ＭＳクラウドソリューション部 第２グループ

担当部長 

第二事業本部 コラボレーション本部 コ

ラボレーション部 第２グループ 担当部

長 

渡邉 進 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ) 

第二事業本部 ソーシャルソリューション本部 

ソーシャルソリューション第一部 第１グルー

プ 担当部長 

第二事業本部 グループウェアソリューシ

ョン本部 グループウェアソリューション

第一部 第１グループ担当部長 

 

＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１．組織名称変更 

 クラウド事業の拡大に伴い、名称変更をいたします。 

 

２．人事異動(平成 28年 10月 1日付) 

執行役員・部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

千歳 渉 

(ﾁﾄｾ ﾜﾀﾙ) 

執行役員 ネットワーク事業本部 クラウド基

盤サービス本部長 

兼 クラウド基盤構築部長 

執行役員 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第二サービス本部

長 

兼 ＩＣＴサービス部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

山本 輝昭 

(ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｱｷ） 

ネットワーク事業本部 基盤ソリューション本

部 基盤ソリューション部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第一サービス本部 

マネージドサービス部長 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

ネットワーク事業本部 クラウド基盤サービ

ス本部 クラウド運用部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第二サービス本部 

ネットワークサービス部長 

平島 玲二 

(ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ) 

ネットワーク事業本部 基盤ソリューション

本部 基盤ソリューション部 第１グループ

担当部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第一サービス本部 

マネージドサービス部 第１グループ担当

部長 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

ネットワーク事業本部 基盤ソリューション

本部 基盤ソリューション部 第２グループ

担当部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第一サービス本部 

マネージドサービス部 第２グループ担当

部長 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

ネットワーク事業本部 クラウド基盤サービ

ス本部 クラウド基盤構築部 第１グループ

担当部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第二サービス本部 

ＩＣＴサービス部 第１グループ担当部長 

大森 陽一郎 

(ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ) 

ネットワーク事業本部 クラウド基盤サービ

ス本部 クラウド基盤構築部 第２グループ

担当部長 

ＩＣＴ事業本部 ＩＣＴ第二サービス本部 

ＩＣＴサービス部 第２グループ担当部長 

 

 

３．人事異動(平成 28年 10月３日付) 

   本件におきましては、株式会社コメットホールディングスならびに株式会社コメットが 10 月３日に開

催いたします臨時株主総会において決議予定の事項であります。 

 

取締役・監査役 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

大野 健 

(ｵｵﾉ ｹﾝ) 

代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク(株)代表取締役社

長 

兼 日本ブレインズウエア(株)代表取締役社長 

兼 (株)コメットホールディングス 取締役 

兼 (株)コメット 取締役 

代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク(株)代

表取締役社長 

兼 日本ブレインズウエア(株)代表

取締役社長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

太田 好彦 

(ｵｵﾀ ﾖｼﾋｺ) 

取締役 経営管理統括本部長 

兼 経営管理統括本部 経営管理本部長 

兼 コムチュアネットワーク(株)取締役 

兼 (株)コメットホールディングス 取締役 

兼 (株)コメット 取締役 

取締役 経営管理統括本部長 

兼 経営管理統括本部 経営管理本

部長 

兼 コムチュアネットワーク(株)取

締役 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

取締役 リソース・品質管理統括本部長 

兼 ジェイモードエンタープライズ(株)取締役 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)代表取締

役社長 

兼 コムチュアネットワーク(株)取締役 ネッ

トワーク事業本部長  

兼 ネットワーク事業本部 基盤ソリューショ

ン本部長 

兼 (株)コメットホールディングス 取締役 

兼 (株)コメット 取締役 

取締役 リソース・品質管理統括本

部長 

兼 ジェイモードエンタープライズ

(株)取締役 

兼 コムチュアデータサイエンス

(株)代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク(株)取

締役 ネットワーク事業本部長  

兼 ネットワーク事業本部 基盤ソ

リューション本部長 

中元 秀明 

(ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ) 

監査役 

兼 日本ブレインズウエア(株)監査役 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)監査役 

兼 (株)コメットホールディングス 監査役 

兼 (株)コメット 監査役 

監査役 

兼 日本ブレインズウエア(株)監査

役 

兼 コムチュアデータサイエンス

(株)監査役 

 

以 上 
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平成 28年 10月 1日付 組織図 

コムチュアデータサイエンス㈱

ジェイモードエンタープライズ㈱

ＡＩ・IoTソリューション部

フィナンシャルソリューション第四部

フィンテックソリューション本部 フィンテックソリューション部

ビッグデータ・ＡＩソリューション部

クラウド運用部

基盤ソリューション部

クラウド基盤サービス本部

ネットワーク事業本部 基盤ソリューション本部

クラウド基盤構築部

日本ブレインズウエア(株）

コムチュアマーケティング株式会社

コムチュアネットワーク株式会社

コムチュア株式会社

経営管理統括本部

リソース・品質管理統括本部

第一事業本部

株主総会

社長

第三事業本部

第二事業本部

クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター

監査役会

監査室

社長

マーケティング本部

フィナンシャルソリューション本部 フィナンシャルソリューション第一部

フィナンシャルソリューション第二部

フィナンシャルソリューション第三部

人事部

管理会計部

ＳＦＤＣ営業部

大阪営業所

オープンソースソフトウェア事業推進室

経営管理本部 経営企画部

情報システム部

人事総務本部

クラウド営業部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

品質監理本部 品質監理部

社長

経理本部 財務会計部

総務部

エンタープライズソリューション第二部

ＥＲＰソリューション部

ソーシャルソリューション第二部

営業管理部

エンタープライズソリューション本部 エンタープライズソリューション第一部

ソーシャルソリューション本部

コラボレーション本部 MSクラウドソリューション部

ソーシャルソリューション第一部

開発技術本部

パブリッククラウドソリューション部

取締役会

会長 事業統括本部 ソリューションコンサルティング本部

クラウドソリューション本部 ＳＦＤＣクラウドソリューション部


