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2018 年 10月 31日 

各  位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生 

（コード番号 4812 東証第１部） 

問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫 

 （TEL. 03-6713-6160） 

 

組織機構改革、取締役の担当変更、執行役員の選任・執行業務の決定について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 1 月 1 日付の組織機構改革、取締役の担当、執行

役員およびその執行業務について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。なお、代

表取締役の異動についても本日決議し、「代表取締役の異動に関するお知らせ」として別途発表して

おりますのであわせてご覧ください。 

 

記 

 

＜組織機構改革＞ 

 

Ⅰ．セグメントの組織改編 

 

① エンジニアリングソリューションセグメントを「製造ソリューションセグメント」に改称

する。 

 

Ⅱ．部門レベルの組織改編 

 

① 「経営企画本部」を新設し、経営企画室、コーポレートコミュニケーション室および 

グローバルビジネス推進本部の機能を移管する。 

② 営業推進本部を直轄ユニット「営業統括推進室」とする。 

③ 戦略ビジネス推進本部を「ビジネス・イノベーション本部」に改称する。 

④ エンジニアリングソリューション事業部とオートモーティブ事業部を統合し、 

「製造ソリューション事業部」とするとともに、その配下に「製造営業統括本部」と 

「製造技術統括本部」を設置する。 
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＜取締役の担当変更および執行役員人事＞ 

2019 年 1月 1日付取締役の担当、執行役員および執行業務を以下のとおりとする。 

 

【】内は執行役員役位。執行役員の任期は 2019年 1月 1日から 12月 31日までとする。 

氏名 新職 現職 

釜井 節生 
代表取締役会長 

【会長執行役員】 （昇任） 

代表取締役社長 

【最高経営責任者 兼 最高執行責任者】 

名和 亮一 

代表取締役社長 

【社長執行役員】 （昇任） 

【最高経営責任者 兼 最高執行責任者】 

取締役 

【常務執行役員】 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

兼エンジニアリングソリューション事業部長 

福山 章弘 

取締役 

【副社長執行役員】 （再任） 

営業統括 

取締役 

【副社長執行役員】 

営業統括 

エンジニアリングソリューションセグメント長 

戦略ビジネス推進本部、営業推進本部担当 

豊田 操 

取締役 

【副社長執行役員】 （昇任） 

営業統括補佐 

コミュニケーション IT セグメント長 

2020 テクノロジー＆ビジネス開発室、 

営業統括推進室担当 

取締役 

【専務執行役員】 

営業統括補佐 

コミュニケーション IT セグメント長 

2020 テクノロジー＆ビジネス開発室担当 

市川 建志 

取締役 

【専務執行役員】 （再任） 

ビジネスソリューションセグメント長 

(株式会社 ISID-AO 代表取締役社長) 

同左 

上原 伸夫 

取締役 

【専務執行役員】 （再任） 

管理統括 グループ会社統括 

経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当 

(株式会社 ISID アシスト代表取締役社長) 

取締役 

【専務執行役員】 

管理統括 グループ会社統括 

経営企画室、コーポレートコミュニケーション室、統合リスク

管理室、グローバルビジネス推進本部、支社担当 

(株式会社 ISID アシスト代表取締役社長) 

梅沢幸之助 

取締役 

【常務執行役員】 （再任） 

開発・技術統括 

ワークスタイルイノベーション室、管理本部、 

技術本部担当 

ワークスタイルイノベーション室長委嘱 

(株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役) 

同左 
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氏名 新職 現職 

吉本 敦 

取締役 

【常務執行役員】 （再任） 

製造ソリューションセグメント長 

ビジネス・イノベーション本部担当補佐 

（株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長） 

（株式会社エステック代表取締役） 

取締役  

【常務執行役員】 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

戦略ビジネス推進本部担当補佐 

（株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長） 

（株式会社エステック代表取締役） 

小林 明 

取締役 

【常務執行役員】 （再任） 

営業統括補佐 

金融ソリューションセグメント長 

ビジネス・イノベーション本部担当 

経営企画本部担当補佐 

取締役 

【常務執行役員】 

営業統括補佐 

金融ソリューションセグメント長 

グローバルビジネス推進本部担当補佐 

小谷 繁弘 

【上席執行役員】 （再任） 

ビジネスソリューションセグメント長補佐 

兼ビジネスソリューション事業部長 

同左 

菅沼 重行 

【上席執行役員】 （再任） 

中国統括 

（上海電通信息服務有限公司 董事長） 

（Chairman of the Board, Managing 

 Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.） 

同左 

佐々木 英夫 
【上席執行役員】 （再任） 

（株式会社 ISID インターテクノロジー代表取締役社長） 
同左 

大金 慎一 
【上席執行役員】 （昇任） 

コミュニケーション IT 事業部長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部長 

石若 仁 
【上席執行役員】 （昇任） 

経営企画本部長 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

岩本 浩久 

【上席執行役員】 （昇任） 

製造ソリューション事業部長 

兼製造技術統括本部長 

【執行役員】 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼営業第 1 ユニット長 

兼オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

兼東日本営業ユニット長 

海野 慎一 

【執行役員】 （再任） 

製造ソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼製造営業統括本部長 

【執行役員】 

オートモーティブ事業部長 

兼豊田支社長 
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氏名 新職 現職 

阿部 公継 
【執行役員】 （再任） 

技術本部長  
同左 

太田 悟 

【執行役員】 （再任） 

（Managing Director/ISID South East 

  Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

【執行役員】 

アセアン統括補佐 

（Managing Director/ISID South East 

  Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

武田 正利 

【執行役員】 （再任） 

製造ソリューションセグメント長補佐 

兼先端技術推進室長 

（株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役社長） 

【執行役員】 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

兼先端技術推進室長 

兼プロダクトマーケティング部長 

（株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役社長） 

山坂 勝己 

【執行役員】 （再任） 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

兼 CIT 事業管理部長 

兼 SI1 ユニット長 

柳井 直人 

【執行役員】 （再任） 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

【執行役員】 

グローバルビジネス推進本部長 

兼アセアン統括 

（Chairman of the Board, Director/ 

 ISI-Dentsu South East Asia Pte.Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  ISID South East Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  PT. ISID Indonesia） 

橋田 裕之 
【執行役員】 （再任） 

HCM 事業部長 
同左 

山口 昌浩 
【執行役員】 （新任） 

管理本部長 

管理本部 本部長補佐 

兼ワークスタイルイノベーション室 

室長補佐 

平島 剛 
【執行役員】 （新任） 

金融ソリューション事業部長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット長 

兼営業企画部長 
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＜退任執行役員＞ 

上席執行役員 齋藤 実および八重樫 真樹、ならびに執行役員 伊東 洋の 3 名は、2018 年 12

月 31 日付で任期満了により執行役員を退任する。 

 

 

 

（注）統括業務の役割は、以下のとおり。  

 

①営業統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける顧客リレーシ

ョンの維持・拡大、営業活動を支える人的資源の最適配置、顧客が求める

最新技術動向の共有等、営業活動全般を統括する。 

 

②管理統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関

する事項を統括する。 

 

③開発・技術統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける技術戦略およ

び品質管理・標準化、技術者育成等、開発・技術部門に関する事項を統括

する。 

 

④グループ会社統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に関

する事項を統括する。 

 

⑤支社担当 各支社の管理面およびガバナンスの強化を担当する。 

 

⑥中国統括 当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務

有限公司及び ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を

統括する。 

 

  

 

   以 上 

 


