
2019年1月31日

会社名 ＳＣＳＫ株式会社

代表者名 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 谷原　徹

     （コード番号 9719 東証 第一部）

問合せ先 広報部長 廣瀬　由香

　　（TEL. 03-5166-1150）

当社は、本日開催の取締役会において、機構改革および代表取締役の異動ならびに役員人事等を決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。

１．機構改革の概要

・ 現中期経営計画を達成すべく、各重要戦略・施策の取り組みを加速させ、部門収益力の向上およびグループ

総合力の発揮を推進する組織体制へ改編する。

・ また、次期中期経営計画に向けた助走として、「DX分野における新事業の創出・事業化」および「ものづくり革新

等による既存事業の高度化（事業構造革新）」を推進する組織体制へ改編する。

２．機構改革内容（2019年4月1日付）

（１） 組織の新設

① モビリティシステム事業部門

戦略的事業である車載システム事業を担当するモビリティシステム事業部門を新設し、車載アプリ領域（MBD）と

プラットフォーム領域（QINeS）一体での、より強固な事業推進体制を構築すると共に、他事業部門等との連携を

強化しつつ、同事業の将来戦略の企画を含め、事業マネジメントの一層の強化を図る。

　【組織構成】

　　ビジネスソリューション事業部門 車載システム事業本部を移管し、2本部、1グループへ再編する。

- 事業推進グループ　　　　　　　　 （部門共通業務の企画立案・推進、およびプラットフォーム領域（QINeS）に

関する製品企画・開発）

- モビリティシステム第一事業本部　 （東日本地域における顧客、および特定顧客を中心とした車載アプリ領域

（MBD）、およびプラットフォーム領域（QINeS）に関する営業・導入支援）

- モビリティシステム第二事業本部　 （中部・西日本地域における顧客を中心とした車載アプリ領域（MBD）、および

プラットフォーム領域（QINeS）に関する営業・導入支援）

記

機構改革および代表取締役の異動ならびに役員人事等に関するお知らせ
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② DXセンター

　 住友商事、特定顧客、特定マーケットを中心に、顧客のビジネスモデルやビジネスプロセスに対するデジタル変革

の支援や、住友商事のDX事案を活かした事業化、全社の強み・知財を活かしたDX事業化の支援、更にはこれらの

活動に関するDX事業化委員会との連携を目的とし、事業サポート部門に「DXセンター」を新設する。

また、R&Dセンターは、「DXセンター」と一体となり、DX事業化に向けた最新技術（AI、IoT等）に関する技術支援、

研究・調査の支援を担うものとする。

③ ものづくり革新推進センター

ものづくり革新を通じて、生産性・品質の向上、知財活用、全社横断で利用できるソフトウェアエンジニアリング環境

の構築をより推進していくため、事業サポート部門に「ものづくり革新推進センター」を新設する。

（２） 全社営業統括部門・事業部門の再編

① 全社営業統括部門

・ 顧客のITニーズにグループ総合力をもってスピーディーにサービス提供するべく、アカウントプランの立案・推進

による、より積極的なアプローチ（顧客深耕）ができるよう、営業統括機能を再編する。

・ 「戦略ソリューション営業統括本部」は、全社戦略ソリューション（顧客接点・働き方改革）のマーケットシェア

拡大を推進すると共に、新設するDXセンター、ビジネスソリューション事業部門 コンタクトセンターサービス

事業本部と協業し、顧客開拓、案件発掘に注力し、これらテーマに関する全社の牽引役を担う。

② 製造・通信システム事業部門

・ 西日本地域における事業拡大の推進、およびリソース再配置を含む生産性の向上を目的に、事業戦略を体現

した体制に再編し、「西日本産業第一事業本部」はソリューションビジネス（製造現場、顧客接点、情報基盤等）

を、「西日本産業第二事業本部」はアカウントビジネスを主に担当する。

③ 流通・メディアシステム事業部門

・ プロジェクト型機能（SIを中心とした事業）、キャリアプロダクト機能、サービス型機能（業務系、ソリューション系

サービスに特化した事業）のそれぞれを、部門一体として複合的に機能させることを目的に各本部の機能を再編

する。

- 流通・メディア第一事業本部（CATV・メディアを中心とした顧客担当）

- 流通・メディア第二事業本部（キャリアプロダクト事業本部を改称）

- 流通・メディア第三事業本部（不動産を中心とした顧客、流通系開発ビジネス担当）

- 流通・メディア第四事業本部（小売を中心とした顧客、データサービスビジネス担当）

- 流通・メディア第五事業本部（EC・CRMビジネス、顧客接点ビジネス担当）

④ 金融システム事業部門

・ 金融システム第一事業本部、金融システム第二事業本部で担当する銀行向け開発・保守運用サービスを

「金融システム第一事業本部」に統合し、リソースの最適配置を推進する。

・ 併せて、金融システム第六事業本部（リース・クレジット・ノンバンク担当）を「金融システム第二事業本部」へ

改称する。

⑤ 商社・グローバルシステム事業部門

・ 全社グローバル戦略の立案・推進を強化するため、SCシステム事業本部における海外事業開発機能（海外現

地法人を含む）をグローバル事業開発グループに移管し、「グローバル事業開発本部」に改称する。
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⑥ ビジネスソリューション事業部門

・ コンタクトセンター系サービスを一つの組織に集約し、マネジメントを強化すると共に、サービスの融合、企画・

開発・運用までの一気通貫の体制による、サービスの高度化、事業の拡大を図るために、「コンタクトセンター

サービス事業本部」を新設する。

・ 車載システム事業本部は新設するモビリティシステム事業部門へ移管する。

⑦ プラットフォームソリューション事業部門

・ 関西地域におけるIT基盤要素技術、および製造業向けのデザイン・設計・解析・生産技術等に関するソリュー

ション事業を強化するため、当該機能を中部プラットフォーム事業本部に移管し、併せて同本部を「中部・関西

プラットフォーム事業本部」に改称する。

⑧ ITマネジメント事業部門

・ 本部のマネジメント強化および金融業顧客向けの基盤サービス強化を目的に、マネジメントサービス事業本部

を「マネジメントサービス第一事業本部」（金融業顧客以外を担当）、「マネジメントサービス第二事業本部」

（金融業顧客を担当）に分割する。

・ 併せて、「マネジメントサービス第二事業本部」に、金融業顧客向けITサービス運用基盤の構築や運用マネジメ

ントの提供を担当する機能を基盤インテグレーション事業本部より移管する。

（３） コーポレート部門の再編

法務・総務・広報・CSRグループとIR・財務・リスク管理グループを、「法務・リスク管理グループ」「総務・IR・広報・

サステナビリティ推進グループ」「財務・事業投資推進グループ」に再編する。
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監査部 監査部

経営企画グループ 経営企画グループ

人事グループ 人事グループ

情報システムグループ 情報システムグループ

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 法務・リスク管理グループ

経理グループ 経理グループ

購買・業務グループ 購買・業務グループ

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グループ

ＩＲ・財務・リスク管理グループ 財務・事業投資推進グループ

ＤＸセンター

Ｒ＆Ｄセンター Ｒ＆Ｄセンター

ＳＥ＋センター ＳＥ＋センター
開発センター 開発センター

ものづくり革新推進センター

全社営業統括部門 全社営業統括部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ 産業営業統括本部 ├─ 産業営業統括本部

├─ 金融営業統括本部 ├─ 金融営業統括本部

├─ 戦略ソリューション営業統括本部 └─ 戦略ソリューション営業統括本部

└─ 事業開発グループ

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ 製造システム事業本部 ├─ 製造システム事業本部

├─ 通信・公共システム事業本部 ├─ 通信・公共システム事業本部

├─ 西日本産業第一事業本部 ├─ 西日本産業第一事業本部

├─ 西日本産業第二事業本部 ├─ 西日本産業第二事業本部

└─ 中部システム事業本部 └─ 中部システム事業本部

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ 流通システム第一事業本部 ├─ 流通・メディア第一事業本部

├─ 流通システム第二事業本部 ├─ 流通・メディア第二事業本部

├─ 流通システム第三事業本部 ├─ 流通・メディア第三事業本部

├─ メディアシステム事業本部 ├─ 流通・メディア第四事業本部

└─ キャリアプロダクト事業本部 └─ 流通・メディア第五事業本部

金融システム事業部門 金融システム事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ 金融システム第一事業本部 ├─ 金融システム第一事業本部

├─ 金融システム第二事業本部 ├─ 金融システム第二事業本部

├─ 金融システム第三事業本部 ├─ 金融システム第三事業本部

├─ 金融システム第四事業本部 ├─ 金融システム第四事業本部

├─ 金融システム第五事業本部 └─ 金融システム第五事業本部

└─ 金融システム第六事業本部

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ ＳＣシステム事業本部 ├─ ＳＣシステム事業本部

├─ グローバル事業開発グループ ├─ グローバル事業開発本部

└─ ＳＣ事業開発グループ └─ ＳＣ事業開発グループ

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ ＡＭＯ第一事業本部 ├─ ＡＭＯ第一事業本部

├─ ＡＭＯ第二事業本部 ├─ ＡＭＯ第二事業本部

├─ ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ├─ コンタクトセンターサービス事業本部

└─ 車載システム事業本部 └─ ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

モビリティシステム事業部門

├─ 事業推進グループ

├─ モビリティシステム第一事業本部

└─ モビリティシステム第二事業本部

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 ├─ ＩＴプロダクト＆サービス事業本部

├─ ＩＴエンジニアリング事業本部 ├─ ＩＴエンジニアリング事業本部

├─ 製造エンジニアリング事業本部 ├─ 製造エンジニアリング事業本部

├─ 中部プラットフォーム事業本部 ├─ 中部・関西プラットフォーム事業本部

└─ 九州プラットフォーム事業本部 └─ 九州プラットフォーム事業本部

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

├─ 事業推進グループ ├─ 事業推進グループ

├─ 基盤インテグレーション事業本部 ├─ 基盤インテグレーション事業本部

├─ マネジメントサービス事業本部 ├─ マネジメントサービス第一事業本部

├─ ｎｅｔＸデータセンター事業本部 ├─ マネジメントサービス第二事業本部

└─ 西日本ＩＴマネジメント事業本部 ├─ ｎｅｔＸデータセンター事業本部

└─ 西日本ＩＴマネジメント事業本部

西日本支社 西日本支社

└─ 事業推進グループ └─ 事業推進グループ

中部支社 中部支社

└─ 事業推進グループ └─ 事業推進グループ

九州支社 九州支社

機構改革後（2019年4月1日～）機構改革前（～2019年3月31日）

▲
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３．代表取締役の異動

（１）異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任するものです。

（２）異動の内容

＜退任＞

2019年3月31日付（新役職は2019年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役（非常勤） 代表取締役 副社長執行役員 御子神　大介

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

４．取締役および執行役員人事等

（１） 取締役人事（監査等委員である取締役を除く）

① 新任

2019年6月（正式には2019年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 常務執行役員 加藤　啓

（2019年4月1日付専務執行役員就任予定）

取締役 常務執行役員 － 田村  達郎

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

（2019年4月1日付常務執行役員就任予定）

取締役（非常勤） － 渡辺　一正

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

② 役付変更

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役（非常勤） 取締役 専務執行役員 爲房　孝二

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

③ 退任

2019年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 取締役（非常勤） 御子神　大介

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

－ 取締役（非常勤） 爲房　孝二

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）
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新役職名 旧役職名 氏名

－ 取締役（非常勤） 南部　智一

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

－ 取締役（非常勤） 露口　章

（２） 執行役員人事

① 新任

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

常務執行役員 － 田村  達郎

分掌役員（経営企画） （住友商事株式会社）

（住友商事株式会社）

常務執行役員 － 菅原　靖夫

分掌役員（法務・リスク管理） （住友商事株式会社）

（住友商事株式会社）

執行役員 理事 市場　健二

商社・グルーバルシステム事業部門 経営企画グループ長

グローバル事業開発本部長

執行役員 理事 束　巍

中国・アジア統括 中国・アジア統括

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.　Managing SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.　Managing

Director Director

思誠思凱信息系統（上海）有限公司　董事長 思誠思凱信息系統（上海）有限公司　董事長

執行役員 理事 福島　俊一郎

経営企画グループ長 製造・通信システム事業部門

事業推進グループ長

営業推進部長

執行役員 理事 川名　智雄

法務・リスク管理グループ長 購買・業務グループ長

執行役員 理事 内山　郁夫

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門

モビリティシステム第二事業本部長 車載システム事業本部 副本部長
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② 昇格

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

副社長執行役員 専務執行役員 広瀬　省三

ＤＸ事業化推進責任者 金融システム事業部門長

分掌役員（ＤＸセンター、Ｒ＆Ｄセンター）

専務執行役員 常務執行役員 加藤　啓

商社・グローバルシステム事業部門長 商社・グローバルシステム事業部門長

副分掌役員（ＤＸセンター、Ｒ＆Ｄセンター） グローバル事業開発グループ長

常務執行役員 上席執行役員 武井　久直

分掌役員（情報システム、購買・業務） 分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購

購買・業務グループ長 買・業務、情報システム）

ものづくり革新推進センター長 開発センター長

③ 分掌変更

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 会長執行役員 最高経営責任 代表取締役 会長執行役員 最高経営責任 田渕　正朗

者 者

健康経営推進最高責任者

取締役（非常勤） 代表取締役 副社長執行役員 御子神　大介

（住友商事株式会社） 分掌役員（経営企画、ＡＩ戦略）

担当役員（情報システム）

（住友商事株式会社）

取締役（非常勤） 取締役 専務執行役員 爲房　孝二

（住友商事株式会社） 分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ）

担当役員（人事）

健康経営推進最高責任者

（住友商事株式会社）

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 福永　哲弥

コーポレート部門連携責任者 分掌役員（ＩＲ・財務・リスク管理）

分掌役員（財務・事業投資推進） ＩＲ・財務・リスク管理グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

専務執行役員 専務執行役員 遠藤　正利

ものづくり革新推進責任者 担当役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購

分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、も 買・業務）

のづくり革新推進センター） 製造・通信システム事業部門長補佐（ＰＭＯ

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表 担当）

取締役会長 流通・メディアシステム事業部門長補佐（Ｐ

ＭＯ担当）

金融システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表

取締役会長

常務執行役員 常務執行役員 工藤　敏晃

金融システム事業部門長 金融システム事業部門 副部門長

金融システム第五事業本部長

常務執行役員 常務執行役員 上田　哲也

ＩＴマネジメント事業部門長 ＩＴマネジメント事業部門長

ビジネスソリューション事業部門

車載システム事業本部分掌役員

常務執行役員 常務執行役員 田財　英喜

ビジネスソリューション事業部門長 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締

コンタクトセンターサービス事業本部長 役社長

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締

役会長

常務執行役員 常務執行役員 中村　誠

モビリティシステム事業部門長 金融システム事業部門 副部門長

事業推進グループ長 金融システム第一事業本部長

ビジネスソリューション事業部門

車載システム事業技術担当

常務執行役員 常務執行役員 清水　康司

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　取締役 副

役社長 社長執行役員

上席執行役員 上席執行役員 内藤　幸一

製造・通信システム事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

上席執行役員 上席執行役員 播磨　昭彦

分掌役員（人事） 分掌役員（人事）

人事グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 上席執行役員 近藤　正一

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門

モビリティシステム事業担当 車載システム事業担当

上席執行役員 上席執行役員 奥原　隆之

ＤＸセンター長 全社営業統括部門

商社・グローバルシステム事業部門 事業開発グループ長

ＳＣ事業開発グループ長 商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣ事業開発グループ長

上席執行役員 上席執行役員 山本　香也

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第一事業本部長 金融システム第二事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 渡辺　孝治

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門

モビリティシステム第一事業本部長 車載システム事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 岡　恭彦

分掌役員（総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長

推進）

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー

プ長

上席執行役員 上席執行役員 横山　峰男

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門

西日本産業第一事業本部長 西日本産業第二事業本部長

西日本支社長 西日本支社長

執行役員 執行役員 高橋　観

金融システム事業部門 金融システム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

金融システム第一事業本部 副本部長

執行役員 執行役員 河辺　恵理

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

グローバル事業開発グループ 副グループ長

執行役員 執行役員 内田　俊哉

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

流通・メディア第三事業本部長 流通システム第三事業本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 執行役員 阿部　一彦

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣシステム事業本部長 ＳＣシステム事業本部長

グローバル事業開発本部 副本部長 グローバル事業開発グループ 副グループ長

執行役員 執行役員 宮川　裕之

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

中部・関西プラットフォーム事業本部長 中部プラットフォーム事業本部長

中部支社長 中部支社長

執行役員 執行役員 堀江　旬一

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第二事業本部長 金融システム第六事業本部長

金融システム第一事業本部 副本部長 金融システム第一事業本部 副本部長

執行役員 執行役員 田邑　富重

ITマネジメント事業部門 ITマネジメント事業部門

マネジメントサービス第一事業本部長 マネジメントサービス事業本部長

ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社　代表 製造・通信システム事業部門

取締役社長 ITM連携推進担当役員

執行役員 執行役員 森　雅昭

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

流通・メディア第一事業本部長 メディアシステム事業本部長

執行役員 執行役員 石田　高章

ＳＥ＋センター長 ＳＥ＋センター長

シニアＰＭＯ推進部長 シニアＰＭＯ推進部長

ものづくり革新推進センター 副センター長

執行役員 執行役員 志宇知　正司

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門

西日本産業第二事業本部長 西日本産業第一事業本部長

西日本支社 西日本支社

事業推進グループ長 事業推進グループ長
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④ 退任

2019年3月31日付（新役職は2019年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

参与 副社長執行役員 鈴木　正彦

モビリティシステム事業部門 フェロー ビジネスソリューション事業部門長

分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター）

参与 上席執行役員 城尾　芳美

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

九州プラットフォーム事業本部長代理 九州プラットフォーム事業本部長

営業第二部長

九州支社長

参与 上席執行役員 上野　裕治

株式会社アライドエンジニアリング代表取締 プラットフォームソリューション事業部門

役社長 ＩＴエンジニアリング事業本部長

参与 上席執行役員 水野　隆

開発センター長代理（特定プロジェクト推進 情報システムグループ長

担当）  ＩＴ企画部長

2019年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 取締役（非常勤） 御子神　大介

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

－ 取締役（非常勤） 爲房　孝二

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）
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（３） 理事人事

① 新任

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 顧問 中島　英也

ＤＸセンター 副センター長 商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣＤＸ事業化推進室長 ＳＣ事業開発グループ長補佐

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣＤＸ事業化推進室長

ＳＣ事業開発グループ 副グループ長

② 昇格

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 ＩＲ・財務・リスク管理グループ 羽角　慎二

財務・事業投資推進グループ長 財務部長

財務部長

理事 流通・メディアシステム事業部門 梶田　清隆

流通・メディアシステム事業部門 流通システム第一事業本部長代理

流通・メディア第一事業本部 副本部長

理事 流通・メディアシステム事業部門 小澤　督

流通・メディアシステム事業部門 キャリアプロダクト事業本部

流通・メディア第二事業本部長 クロスビームネットワークス部長

理事 流通・メディアシステム事業部門 北尾　聡

流通・メディアシステム事業部門 流通システム第三事業本部

流通・メディア第五事業本部長 サービスシステム部長

ＥＣ推進室長

理事 商社・グローバルシステム事業部門 飯田　洋一郎

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣシステム事業本部

グローバル事業開発本部 副本部長 グローバルビジネスソリューション部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 高口　英樹

プラットフォームソリューション事業部門 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部

九州プラットフォーム事業本部長 ＮＳプロダクト西日本営業部長

九州支社長
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（４） 本部長級人事

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 小林　良成

人事グループ長 人事グループ 副グループ長

人材開発部長

理事 理事 根本　世紀

情報システムグループ長 情報システムグループ長補佐

コーポレートシステム部長

開発センター 副センター長

ものづくり革新推進室長

理事 理事 松永　和幸

経理グループ 副グループ長 経理グループ長補佐

事業経理第二部長 主計部長

理事 理事 杉山　敦

開発センター長 開発センター 副センター長

リソースマネジメント部長 リソースマネジメント部長

人事グループ長補佐

理事 理事 井上　賢司

流通・メディアシステム事業部門 経営企画グループ 副グループ長

事業推進グループ長 経営企画部長

理事 理事 秋葉　斉史

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

流通・メディア第四事業本部長 事業推進グループ長

事業戦略部長

流通ＩｏＴソリューション室長

理事 理事 増田　秀穂

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第一事業本部 副本部長 金融システム第二事業本部 副本部長

理事 理事 田井　学

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第二事業本部 副本部長 金融システム第六事業本部 副本部長

理事 理事 原武　功成

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第五事業本部長 金融システム第五事業本部 副本部長

証券システム営業部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 河野　昇

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

ＩＴエンジニアリング事業本部長 ＩＴエンジニアリング事業本部 副本部長

理事 理事 髙橋　俊之

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

事業推進グループ長 マネジメントサービス事業本部 副本部長

商社・グローバルシステム事業部門 事業推進グループ

ITM連携推進担当 グローバルビジネス推進部長

商社・グローバルシステム事業部門

ITM連携推進担当

理事 理事 川村　純

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

マネジメントサービス第二事業本部長 基盤インテグレーション事業本部 副本部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門

ITM連携推進担当 ITM連携推進担当

ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン

株式会社　代表取締役社長

理事 理事 小坂　信三

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

ｎｅｔＸデータセンター事業本部長 ｎｅｔＸデータセンター事業本部長

製造・通信システム事業部門

ITM連携推進担当

理事 理事 小笠原　寛

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 副本部長 ｎｅｔＸデータセンター事業本部長補佐

※ 上記（２）～（４）の新役職について、事業部門は本部長級以上の役職のみ記載しております。

　　部長級以下の役職については決定次第、あらためてお知らせいたします。
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（５） 部長級人事

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

経営企画グループ 経営企画グループ 古屋　直人

経営企画部長 事業戦略企画部長

経営企画部 副部長

経営企画グループ ＩＴマネジメント事業部門 大友　秀晃

事業戦略企画部長 ｎｅｔＸデータセンター事業本部

サービスマネジメント部長

人事グループ 人事グループ 井出　和孝

人事厚生部 副部長 人事企画部

人事企画課長

人事グループ 人事グループ 篠原　貴之

人材開発部長 ライフサポート推進部長

人事グループ 人事グループ 中藤　崇芳

ライフサポート推進部長 ライフサポート推進部 副部長

人事グループ 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 杉岡　孝祐

ライフサポート推進部 副部長 広報部

広報課長

情報システムグループ 情報システムグループ 田中　安浩

ＩＴ企画部長 ＩＴ企画部 副部長

情報システムグループ 情報システムグループ 阿部　義則

コーポレートシステム部長 コーポレートシステム部 副部長

情報システムグループ 情報システムグループ 加曽利　浩司

コーポレートシステム部 副部長 コーポレートシステム部

基盤システム課長

理事 理事 浅岡　香保里

法務・リスク管理グループ長補佐（法務担当） 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長補佐（法

法務部長 務担当）

法務・リスク管理グループ ＩＲ・財務・リスク管理グループ 小林　弘幸

リスク管理部長 リスク管理部長
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新役職名 旧役職名 氏名

法務・リスク管理グループ 購買・業務グループ 桑原　正人

営業取引管理推進部長 営業取引管理推進室長

業務改革推進部 副部長

経理グループ長代理 経理グループ長代理 関　正浩

主計部長 事業経理第二部長

経理グループ 経理グループ 川林　敬一郎

事業経理第一部長 主計部

理事 理事 清水　恵美

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー ＩＲ・財務・リスク管理グループ長補佐（ＩＲ担

プ長補佐（ＩＲ担当） 当）

ＩＲ部長 ＩＲ部長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長代理 小島　光成

プ長代理

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 苛原　弘幸

プ 総務部長

総務部長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 下野　浩司

プ 総務部 副部長

総務部 副部長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 齋藤　信郎

プ 総務部 副部長

総務部 副部長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 廣瀬　由香

プ 広報部長

広報部長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー ＩＲ・財務・リスク管理グループ 清水　一政

プ ＩＲ部

広報部 副部長 ＩＲ課長

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 佐藤　利也

プ ＣＳＲ推進部長

サステナビリティ推進部長

財務・事業投資推進グループ長代理 経営企画グループ長代理 内田　千博

事業投資推進部長
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新役職名 旧役職名 氏名

財務・事業投資推進グループ ＩＲ・財務・リスク管理グループ 田中　裕之

財務部 副部長 財務部 副部長

事業投資推進部 副部長 リスク管理部 副部長

ＤＸセンター 全社営業統括部門 野添　務

事業開発第一部長 事業開発グループ

第一部長

商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣ事業開発グループ

第一部長

ＤＸセンター 全社営業統括部門 渡邉　信行

事業開発第一部 副部長 事業開発グループ

第一部 副部長

商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣ事業開発グループ

第一部 副部長

ＤＸセンター 全社営業統括部門 小山田　晃

事業開発第二部長 事業開発グループ

第二部長

商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣ事業開発グループ

第二部長

ＤＸセンター 商社・グローバルシステム事業部門 橋本　明

ＳＣＤＸ事業化推進室 副室長 ＳＣ事業開発グループ

ＳＣＤＸ事業化推進室 副室長

Ｒ＆Ｄセンター 全社営業統括部門 島田　源邦

ＡＩ技術部長 戦略ソリューション営業統括本部

イノベーション統括部

第二課長

金融システム事業部門

金融システム第三事業本部

保険システム第五部

第四課長

Ｒ＆Ｄセンター Ｒ＆Ｄセンター 嶋田　基史

デジタル技術部長 技術開発部長

技術戦略部 副部長 技術戦略部 副部長
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新役職名 旧役職名 氏名

ＳＥ＋センター 金融システム事業部門 小泉　葉子

ＰＭＯ統括部長 事業推進グループ

プロジェクト監理部長

開発センター長代理 開発センター長代理 森田　守人

特定プロジェクト推進部長

開発センター 人事グループ 大島　航介

リソースマネジメント部 副部長 人事企画部

採用課長

開発センター 開発センター 荒井　清和

事業高度化推進部長 リモート開発推進部長

開発センター ＩＴマネジメント事業部門 牧野　純也

専門性評価推進部長 事業推進グループ

事業高度化推進室長

ものづくり革新推進センター ビジネスソリューション事業部門 堀井　大砂

企画部長 ＡＭＯ第二事業本部

先進開発部

企画開発課

開発センター

ものづくり革新推進室 

ものづくり革新推進センター ビジネスソリューション事業部門 早川　潤

技術第一部長 ＡＭＯ第二事業本部

先進開発部長

ものづくり革新推進センター 金融システム事業部門 石田　雅朗

技術第二部長 金融システム第四事業本部

金融システム第五部長

以　上
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