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 平成 30年９月４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 常 務 取 締 役  野 間  治 

 T e l : 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

 

役員の管掌変更、組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 30 年９月４日開催の取締役会において、下記の通り、平成 30年 10 月１日付けの当社の役員

の管掌変更、組織変更および人事異動ならびに子会社のコムチュアネットワーク株式会社の組織変更および人

事異動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 

 

１． 役員の管掌変更（平成 30年 10月１日付） 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

向 浩一 

(ﾑｶｲ ｺｳｲﾁ) 

代表取締役会長 

(ＣＥＯ グループ統括) 

代表取締役会長 

(ＣＥＯ グループ統括) 

大野 健 

(ｵｵﾉ ｹﾝ) 
代表取締役社長 

(ＣＯＯ) 

(コムチュアネットワーク(株)管掌) 

代表取締役社長 

(ＣＯＯ) 

(コムチュアネットワーク(株)管掌) 

((株)コメット管掌) 

((株)日本ブレインズウエア管掌) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

専務取締役 

(事業統括管掌) 

(クラウド・AI・IoT技術センター管掌) 

(クライアントセールス本部管掌) 

(フィンテックソリューション本部管掌) 

(大阪営業所管掌) 

(名古屋営業所管掌) 

(オープンソースソフトウェア事業推進室管

掌) 

(コムチュアマーケティング（株）管掌) 

専務取締役 

(事業統括管掌) 

(コムチュアマーケティング（株）管掌) 

野間 治 

(ﾉﾏ ｵｻﾑ) 

常務取締役 

(経営統括管掌) 

(情報開示及びリスク管理担当) 

(IR担当) 

常務取締役 

(経営統括管掌) 

(情報開示及びリスク管理担当) 

(IR担当) 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

取締役 人事本部長 

(人事本部管掌) 

(コムチュアデータサイエンス（株）管掌) 

取締役 

(コムチュアデータサイエンス（株）管掌) 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

宮武 敏彦 

(ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾋｺ) 

取締役 デジタルビジネスコンサルティン

グ本部長 

(デジタルビジネスコンサルティング本部管

掌) 

(デジタルイノベーション本部管掌) 

(クラウドソリューション本部管掌) 

(コラボレーション本部管掌) 

(ソーシャルソリューション本部管掌) 

(エンタープライズソリューション本部管

掌) 

(ERPソリューション本部管掌) 

取締役 デジタルビジネスコンサルティン

グ本部長 

(デジタルビジネスコンサルティング本部管

掌) 

 

 

２．組織変更（平成 30年 10月１日付） 

（１）コムチュア株式会社 

デジタルビジネスへのシフト： 

デジタルトランスフォーメーション時代における企業のデジタル活用を支援するビジネス強化のた

め、デジタルイノベーション本部内の組織強化と再編を行います。従来のデータサイエンス・ＡＩ部に

加えデータアナリティクス部を新設し、併せてＲＰＡソリューション部とＡＩ・ＩｏＴソリューション

部を統合してＩＰＡソリューション部を新設いたします。 

※ＩＰＡ（Intelligent Process Automation） 

本部の新設： 

従来型のＳＡＰ（ＥＲＰパッケージ）の新規導入に加え、クラウド型のＳＡＰビジネスの拡大に対応

するため、ＥＲＰソリューション部をＥＲＰソリューション本部として昇格させ、事業推進体制を強化

いたします。 

２桁成長・高利益率を目指す持続的な成長に向け、業績管理指標のチェック強化ならびに経営の意思

決定スピードの更なる加速化のため、管理会計部を管理会計本部として昇格させ、新設する経理統括に

て経理本部と管理会計本部を統括いたします。 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

10 月１日付けの株式会社コメットとの合併に伴い、５本部体制に再編します。AWS（Amazon Web 

Service）や Microsoft Azureなどクラウド基盤の構築・遠隔監視、ＳＤＮ（ネットワークの仮想化）な

ど成長が見込まれるビジネスのさらなる強化を進め、さらには Microsoft製品のサポート期限終了対応

などの新しいビジネスチャンスへの対応の加速化、業務の効率化を目指した体制とします。 
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３．人事異動 (平成 30年 10月１日付) 

 

（１）コムチュア株式会社 

取締役・執行役員・本部長・ディレクター・部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

取締役 人事本部長 

兼 人事本部 人事部長 

兼 コムチュアデータサイエンス(株) 代表取

締役社長 

取締役 人事本部長 

兼 人事本部 人事部長 

兼 コムチュアネットワーク(株) 取締役 マ

ネージドサービス本部長 

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 

宮武 敏彦 

(ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾋｺ) 

取締役 デジタルビジネスコンサルティング

本部長 

兼 エンタープライズソリューション本部長 

取締役 デジタルビジネスコンサルティング

本部長 

兼 エンタープライズソリューション本部長 

兼 エンタープライズソリューション本部 

テクノロジーサービスソリューション部

長 

中谷 隆太 

(ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳﾀ) 

執行役員 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

ン第三部長 

執行役員 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

ソリューション第二部長 

矢野 義雄 

(ﾔﾉ ﾖｼｵ) 

執行役員 経理統括 

兼 経理本部長 

兼 経理本部 財務会計部長 

兼 経理本部 営業管理部長 

執行委員 経理本部長 

兼 経理本部 財務会計部長 

兼 経理本部 営業管理部長 

向井 健治 

(ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ) 

執行役員  

兼 コムチュアネットワーク（株） 代表取締

役社長 

執行役員  

兼 コムチュアネットワーク（株） 代表取締

役社長 

兼 コムチュアネットワーク（株） クライア

ントセールス本部長 

兼 （株）コメット 取締役 

兼 （株）コメット ビジネス統括本部長 

松井 健太 

(ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ) 

執行役員 

兼 コムチュアネットワーク（株） クライア

ントセールス本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 基盤ソリ

ューション本部長 

執行役員 ソーシャルソリューション本部長 

安藤 幸司 

(ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ) 
クラウドソリューション本部長 

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 

佐多 祐輔 

(ｻﾀ ﾕｳｽｹ) 

ソーシャルソリューション本部長 

兼 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 

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 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

南部 洋介 

(ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ) 

ＥＲＰソリューション本部長 

兼 ＥＲＰソリューション本部 ＥＲＰソリ

ューション部長 

エンタープライズソリューション本部 ＥＲ

Ｐソリューション部長 

根本 佳久 

(ﾈﾓﾄ ﾖｼﾋｻ) 

管理会計本部長 

兼 管理会計本部 管理会計部長 
経理本部 管理会計部長 

森山 大輔 

(ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ) 

コラボレーション本部 ディレクター 

兼 コラボレーション本部 コラボレーショ

ン第二部長 

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

リューション第二部長 

窪田 英司 

(ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ) 

デジタルイノベーション本部 データサイエ

ンス・ＡＩ部長 

デジタルイノベーション本部 データサイエ

ンス・ＡＩ部長 

兼 デジタルイノベーション本部 ＲＰＡソ

リューション部長 

長尾 賢一 

(ﾅｶﾞｵ ｹﾝｲﾁ) 

デジタルイノベーション本部 データアナリ

ティクス部長 

デジタルイノベーション本部 データサイエ

ンス・ＡＩ部 第１グループ長 

西川 淳一 

(ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 

デジタルイノベーション本部 ＩＰＡソリュ

ーション部長 

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 

小杉 益之 

(ｺｽｷﾞ ﾔｽﾕｷ) 

クラウドソリューション本部 クラウドソリ

ューション部長 

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 第４グループ長 

鈴木 将成 

(ｽｽﾞｷ ﾏｻｼｹﾞ) 

コラボレーション本部 コラボレーション第

一部長 

コラボレーション本部 ＭＳクラウドソリュ

ーション第一部長 

二瓶 正直 

(ﾆﾍｲ ﾏｻﾅｵ) 

エンタープライズソリューション本部 テク

ノロジーサービスソリューション部長 

エンタープライズソリューション本部 ＥＲ

Ｐソリューション部 担当部長 

森 裕樹 

(ﾓﾘ ﾕｳｷ) 

コラボレーション本部 コラボレーション第

一部 担当部長 

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 担当部長 

 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

執行役員・本部長・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 基盤インテグレーション本部長 

執行役員 クラウド基盤ソリューション本部

長 

兼 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 

小鮒 和礎 

(ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｷ) 

カスタマーソリューション第一本部長 

兼 カスタマーソリューション第一本部 テ

クニカルエンジニアリング部長 

（株）コメット カスタマソリューションサー

ビス本部長 

兼 （株）コメット カスタマソリューション

サービス本部 テクニカルエンジニアリ

ング部長 

鷲巣 誠 

(ﾜｼﾉｽ ﾏｺﾄ) 
カスタマーソリューション第二本部長 （株）コメット ＩＴソリューション本部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 
クライアントセールス本部 営業統括部長 クライアントセールス本部 基盤営業部長 

明間 直樹 

(ｱｹﾏ ﾅｵｷ) 

クライアントセールス本部 教育ビジネス部

長 

（株）コメット ＩＴソリューション本部 教

育ビジネス部長 

西川 雄一郎 

(ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ) 

基盤ソリューション本部 クラウド基盤ソリ

ューション部長 

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 第２グループ長 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

基盤ソリューション本部 ＩＴＳＭソリュー

ション部長 

クラウド基盤ソリューション本部 ＩＴＳＭ

ソリューション部長 

大森 陽一郎 

(ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ) 

基盤インテグレーション本部 クラウド基盤

インテグレーション部長 

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 

村田 士郎 

(ﾑﾗﾀ ｼﾛｳ) 

基盤インテグレーション本部 仮想化基盤イ

ンテグレーション部長 

クラウド基盤ソリューション本部 クラウド

基盤構築部 第２グループ長 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

基盤インテグレーション本部 ＰＣ基盤イン

テグレーション部長 

マネージドサービス本部 クラウド基盤運用

第二部長 

平島 玲二 

(ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ) 

基盤インテグレーション本部 Jプロジェクト

推進部長 

マネージドサービス本部 J プロジェクト推

進部長 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

基盤インテグレーション本部 マネージドサ

ービス部長 

マネージドサービス本部 クラウド基盤運用

第一部長 

兼 マネージドサービス本部 ＭＳＰ推進部

長 

鈴木 秀之 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ) 

カスタマーソリューション第一本部 オペレ

ーションサービス部長 

（株）コメット カスタマーソリューションサ

ービス本部 オペレーションサービス部長 

大西 寛 

(ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ) 

カスタマーソリューション第二本部 システ

ム開発部長 

（株）コメット ＩＴソリューション本部 シ

ステム開発部長 

渡邉 裕幸 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ) 

カスタマーソリューション第二本部 オペレ

ーションデザイン部長 

（株）コメット ＩＴソリューション本部 オ

ペレーションデザイン＆デリバリー部長 

阿部 文裕 

(ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ) 

クライアントセールス本部 営業統括部 担

当部長 
（株）コメット 営業本部 営業部長 

 

以上 

 

 

 


