
1 

  

 平成２９年３月２９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２９年３月２９日開催の取締役会において、下記の通り、平成２９年４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。 

  

                       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)、ＩｏＴ(モノのインターネット)、フィンテック 

関連のビジネス拡大のため、組織再編をいたします。 

・第一事業本部 

ますます拡大が見込まれる、大規模企業、公共機関等のシステムのクラウド化を見据え、既存

システムとの連携、システム移行など、ハイブリッド時代の企業システム開発をリードするた

め、クラウドソリューション本部内の部を増設して事業を拡大いたします。 

・第二事業本部 

 ワークスタイル変革を推進し、クラウド関連のソリューション開発を行うコラボレーション本

部と、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て事業を拡大いたします。 

・第三事業本部 

 需要の高まるビッグデータ・AIソリューションを提供するビッグデータ・AIソリューション 

部を本部に昇格して事業を拡大するとともに、フィンテックソリューション本部を１部署から 

３部署に増設して、金融ビジネスの新規領域における事業を拡大いたします。 

 

 

② 連結グループ1,000名を超える成長企業グループとして、それを支える間接部門を強固にすべく、 

人事総務本部を人事本部と総務本部に分割いたします。 

また、働き方改革を推進するため、経営統括本部のもとに働き方改革推進室を新設します。 
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２．人事異動(平成２９年４月1日付) 

取締役・執行役員・事業本部長・本部長・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

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 

マネージドサービス事業本部長  

兼 マネージドサービス事業本部 マネージ

ドサービス本部長 

兼 ジェイモードエンタープライズ(株) 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 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 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 (株)コメット 取締役 

炭崎 太志 

(ｽﾐｻﾞｷ ﾀｲｼ) 

執行役員 経営統括本部長 

兼 経営企画本部長 

兼 働き方改革推進室長 

社長付 顧問 

武田 晴夫 

(ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｵ) 

執行役員 管理統括本部長 

兼 コムチュアネットワーク(株) 執行役員 

クラウド基盤事業本部長 

新任 

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 ビッグデータ・ＡＩソリュ

ーション本部長  

兼 ビッグデータ・ＡＩ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 

兼 コムチュアデータサイエンス(株) 取締

役 

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 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 

兼 コムチュアデータサイエンス(株)  

取締役 

中谷 隆太 

(ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳﾀ) 

執行役員 第一事業本部 クラウドソリュ

ーション本部長 

兼 クラウドソリューション本部 クラウ

ドソリューション第三部長 

執行役員 第一事業本部 クラウドソリ

ューション本部長 

山谷 明子 

(ﾔﾏﾀﾆ ｱｷｺ) 

執行役員 経営統括本部 人事本部長 

兼 人事本部 人事部長 

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 

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 

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 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

西村 道尚 

(ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁﾋｻ) 

第三事業本部 フィンテックソリューション

本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 開

発技術本部長 

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 ディレクター 

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

本部長 

兼 フィナンシャルソリューション第二部長 

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 

桑野 潤一 

(ｸﾜﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 

経営統括本部 総務本部長 兼 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 総務部長 

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 

クラウドソリューション第一部長 

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

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 

クラウドソリューション第二部長 

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 

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長 

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 

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第一部長 

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

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

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第二部長 

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 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

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第三部長 

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 

伊藤 剛 

(ｲﾄｳ ﾂﾖｼ) 

経営統括本部 経営企画本部  

経営企画部長 
新任 

秋保 嘉弘 

（ｱｷﾎ ﾖｼﾋﾛ） 
管理統括本部 情報システム部長 

経営管理統括本部 経営管理本部 情報シ

ステム部長 
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＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１．組織変更 

  クラウド基盤事業、ＭＳＰ（Managed Services Provider：顧客が保有するサーバやネットワークの運用・ 

監視・保守）事業の拡大に伴い、事業本部を２本部に再編いたします。 

   ・クラウド基盤事業本部 

     需要が高まるクラウド、ＯＳＳ（オープンソースソフトウェア）事業を強化し、ＩＴインフラに 

係わるサービス型事業を拡大いたします。 

   ・マネージドサービス事業本部 

     ＭＳＰ事業を強化し、ＩＴインフラに係わる構築、保守、運用管理業務を拡大いたします。 

 

２．人事異動(平成２９年４月1日付) 

執行役員・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 クラウド基盤事業本部 クラウド基

盤ソリューション本部長 

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 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリュー

ション本部 基盤営業部長 
ネットワーク事業本部 マネージャー 

山本 輝昭 

(ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｱｷ） 

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリュー

ション本部 基盤ソリューション部長 

兼 コムチュア(株) 事業統括本部 オープン

ソースソフトウェア事業推進室長 

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 

兼 コムチュア(株) 事業統括本部 オー

プンソースソフトウェア事業推進室長 

大森 陽一郎 

(ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ) 

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリュ

ーション本部 クラウド基盤構築部長 

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 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 基盤プロジェクト部長 

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 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 クラウド基盤運用部長 

兼 ＭＳＰ推進部長 

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 

 以 上  

 いじ 
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管理統括本部

ジェイモードエンタープライズ株式会社

コムチュアデータサイエンス株式会社

株式会社コメット

⼈事本部

コムチュアネットワーク株式会社

社⻑

社⻑

コムチュアマーケティング株式会社

⽇本ブレインズウエア株式会社

経営統括本部

第⼀事業本部 クラウドソリューション本部

ソーシャルソリューション第⼆部

クラウドソリューション第⼀部

クラウドソリューション第⼆部

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

ＥＲＰソリューション部

エンタープライズソリューション第⼆部

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

クラウドソリューション第三部

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩソリューション本部

コムチュア株式会社

株主総会

監査役会
取締役会

会⻑ 社⻑ 事業統括本部 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

開発技術本部
監査室

フィンテックソリューション第⼆部

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第⼀部

⼤阪営業所

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

ＡＩ・IoTソリューション部

ビッグデータ・ＡＩソリューション部

名古屋営業所

フィンテックソリューション第三部

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本部

経営企画本部 経営企画部

オープンソースソフトウェア事業推進室

働き⽅改⾰推進室

フィナンシャルソリューション第⼆部

営業管理部

経理本部 財務会計部

管理会計部

マネージドサービス事業本部 マネージドサービス本部 基盤プロジェクト部

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリューション本部 基盤営業部

基盤ソリューション部

クラウド基盤構築部

情報システム部

⼈事部

総務本部 総務部

ＭＳＰ推進部

クラウド基盤運⽤部

品質監理本部 品質監理部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

マーケティング本部 クラウド営業部
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