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平成30年10月29日 

 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

当社および連結子会社の役員人事に関するお知らせ 

 

当社および連結子会社は、平成30年10月29日付で下記の通り役職変更をいたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１． 役職変更の趣旨 

経営と執行の役割と責任の明確化を目的としております。 

 

２． 役職変更日 平成 30年 10月 29 日 

 

３． 当社の役職変更の内容は以下の通りとなり、変更箇所は下線部分で示しております。 

氏  名 新役職名 旧役職名 

鈴木 裕紀 代表取締役会長兼社長 （変更ございません） 

後藤 大祐 取締役常務執行役員 管理本部長 常務取締役 管理本部長 

安田 鉄也 取締役 （変更ございません） 

藤井 敏夫 社外取締役 （変更ございません） 

野村 知良 常勤監査役 （変更ございません） 

森戸 尉之 社外監査役 （変更ございません） 

深井 貴伸 社外監査役 （変更ございません） 

一柳 泰行 執行役員 （新任） 

伊藤 政光 執行役員 （新任） 

玉本 真也 執行役員 （新任） 

吉川 明利 執行役員 管理本部 技術本部長 管理本部 技術本部長 

荒井 一隆 執行役員 （新任） 

会 社 名  株 式 会 社 Ｓ Ｙ Ｓ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代表者名  代 表 取 締 役 

会 長 兼 社 長 

 
鈴 木 裕 紀 

  （コード番号：3988 東証ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先 
 取締役常務執行役員 

管 理 本 部 長 

 
後 藤 大 祐 

  （TEL 052-937-0209） 
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小川 太一 執行役員 （新任） 

服部 大騎 執行役員 （新任） 

中平 裕貴 執行役員 （新任） 

赤尾 隆一 執行役員 （新任） 

荒木 正和 執行役員 （新任） 

 

 

４． 当社連結子会社の役職変更の内容は以下の通りとなり、変更箇所は下線部分で示しております。 

 

株式会社エスワイシステム 

氏  名 新役職名 旧役職名 

鈴木 裕紀 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

後藤 大祐 取締役常務執行役員 管理本部長 常務取締役 管理本部長 

安田 鉄也 取締役執行役員 取締役 

一柳 泰行 取締役執行役員 関東事業本部長 取締役 関東事業本部長 

伊藤 政光 取締役執行役員 中部事業本部長 取締役 中部事業本部長 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

吉川 明利 執行役員 管理本部 技術本部長 （変更ございません） 

玉本 真也 執行役員 関西事業本部長 関西事業本部長 

 

 

株式会社ＳＹＩ 

氏  名 新役職名 旧役職名 

荒井 一隆 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

中村 元昭 取締役執行役員 関西事業本部営業部 部長 取締役 関西事業本部営業部 部長 

安田 鉄也 取締役 （変更ございません） 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

池村 智洋 執行役員 （変更ございません） 
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株式会社エス・ケイ 

氏  名 新役職名 旧役職名 

小川 太一 代表取締役社長執行役員 取締役 第一営業部 部長 

楮山 和浩 取締役執行役員 事業本部長 取締役 第二営業部 部長 

安田 鉄也 取締役 （新任） 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

長尾 和美 （辞任） 代表取締役社長 

 

 

株式会社総合システムリサーチ 

氏  名 新役職名 旧役職名 

服部 大騎 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

原田 哲二 取締役執行役員 中部事業部長 取締役 中部事業部長 

加藤 真悟 取締役執行役員 中部事業部 TE 部 部長 取締役 中部事業部 TE部 部長 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

 

 

株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 

氏  名 新役職名 旧役職名 

中平 裕貴 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

八木橋 正博 取締役執行役員 群馬事業本部長 取締役 群馬事業本部長 

安田 鉄也 取締役 （変更ございません） 

服部 大騎 代表取締役 代表取締役会長 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

 

 

株式会社テクノフュージョン 

氏  名 新役職名 旧役職名 

赤尾 隆一 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

伊藤 政光 取締役 （変更ございません） 

萩野 裕行 取締役 （変更ございません） 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 
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株式会社オルグ 

氏  名 新役職名 旧役職名 

長崎 純一 取締役会長執行役員 取締役会長 

荒木 正和 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 

八ツ田 一浩 取締役専務執行役員 専務取締役 

一柳 泰行 取締役 （変更ございません） 

安田 鉄也 取締役 （変更ございません） 

野村 知良 監査役 （変更ございません） 

 

以 上 


