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 2019年３月 19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、上席執行役員制度の導入および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、2019年３月 19日開催の取締役会において、下記の通り、2019年４月１日付けの当社の役員の管掌

変更、組織変更、上席執行役員制度の導入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（2019年４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) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

代表取締役社長 

(ＣＯＯ) 

(コムチュアネットワーク(株)管掌) 

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) 

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) 
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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) 

常務取締役 

(コンサルティング統括本部管掌) 

(ビジネスソリューション事業部管掌) 

(コムチュアマーケティング(株)管掌) 

(コムチュアデータサイエンス(株)管掌) 

取締役 

(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) 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

取締役 

(人事本部管掌) 

取締役 

(コムチュアデータサイエンス(株)管掌) 

 

 

２．組織変更（2019年４月１日付） 

（１）コムチュア株式会社 

当社が予てより注力しているクラウド・ビッグデータ・ＡＩ等の成長領域への更なるシフトにより、

継続的な２桁成長に加え、更なる高付加価値化の実現のため、新体制の下で以下の組織再編を行います。 

① 提案力の強化に加え、上流工程（コンサルティング・設計）からのトータルの提案・受注による

更なる高付加価値化を推進するために、コンサルティング統括本部およびテクノロジー統括本部

を新設します。 

② 成長領域へのシフトを加速させ、継続的な２桁成長を達成するために事業部制を導入し、３事業

部体制とします。 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

クラウドプラットフォームビジネスを設計・構築・運用の３軸連携で推進する組織への再編を行い、

事業のスピードアップと組織の効率化のために５本部体制とします。 
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３．「上席執行役員制度」の導入について 

（１）導入の目的 

業務執行上の意思決定の更なる迅速化および業務執行の効率化を図るため、上席執行役員制度を導入し

ます。 

（２）上席執行役員制度の概要 

①上席執行役員の選任、解任は取締役会において決定します。 

②上席執行役員の任期は 1年とします。 

（３）導入時期 

2019年 4月 1日 

（４）上席執行役員人事 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

新井 宏久 

(ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｻ) 

上席執行役員 テクノロジー統括本部長 

兼 テクノロジー統括本部 IT アーキテク

チャー本部長 

兼 情報システム本部長 

兼 情報システム本部 情報システム部長 

執行役員 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術セン

ター 開発技術本部長 

兼 フィンテックソリューション本部長 

兼 情報システム本部長 

兼 情報システム本部 情報システム部長 

中谷 隆太 

(ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳﾀ) 

上席執行役員 クラウドソリューション事

業部長 

兼 クラウドソリューション事業部 コラ

ボレーション本部長 

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 

亀井 貴裕 

(ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ) 

上席執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画本部 経営企画部長 

執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画本部 経営企画部長 

兼 コムチュアマーケティング（株）常務取

締役 

矢野 義雄 

(ﾔﾉ ﾖｼｵ) 

上席執行役員 経理統括 

兼 経理統括 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 

執行役員 経理統括 

兼 経理統括 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) 

上席執行役員  

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 
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４．人事異動 (2019年４月１日付) 

（１）コムチュア株式会社 

取締役・執行役員・本部長・部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク（株）取締役 

専務取締役 事業統括 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター長 

兼 コムチュアマーケティング（株）代表

取締役社長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株）取

締役 

野間 治 

(ﾉﾏ ｵｻﾑ) 

常務取締役 経営統括 

兼 働き方改革推進室長 

兼 法務部長 

兼 コムチュアネットワーク（株）取締役 

兼 コムチュアマーケティング（株）取締役 

兼 コムチュアデータサイエンス（株）取締

役 

常務取締役 経営統括 

兼 総務本部長 

兼 働き方改革推進室長 

兼 法務部長 

兼 コムチュアネットワーク（株）取締役 

兼 コムチュアマーケティング（株）取締役 

兼 コムチュアデータサイエンス（株）取締

役 

宮武 敏彦 

(ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾋｺ) 

常務取締役 コンサルティング統括本部長 

兼 ビジネスソリューション事業部長 

兼 コンサルティング統括本部 デジタル

ビジネスコンサルティング本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株）代表取

締役社長 

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 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 

山下 欣也 

(ﾔﾏｼﾀ ｷﾝﾔ) 

執行役員 デジタルソリューション事業部

長 

兼 デジタルソリューション事業部 デジ

タルイノベーション本部長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株）取締

役 

執行役員 事業統括付 

小野 裕輔 

(ｵﾉ ﾕｳｽｹ) 

執行役員 コンサルティング統括本部 ア

カウントセールス本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株）取締役 

マーケティング本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） マー

ケティング本部 クラウド営業部長 

執行役員 デジタルイノベーション本部長 

後藤 聡 

(ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ) 

執行役員 コンサルティング統括本部 ソ

リューションセールス本部長 
執行役員 クライアントセールス本部長 

武田 晴夫 

(ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｵ) 

執行役員 ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルデジタル本部長 

執行役員 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術セン

ター 基盤技術本部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

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） 執行役

員 クラウドプラットフォーム本部長 

執行役員 

兼 コムチュアネットワーク（株） 執行役

員 基盤ソリューション本部長 

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 

安藤 幸司 

(ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ) 

クラウドソリューション事業部 ＣＲＭ本

部長 
クラウドソリューション本部長 

佐多 祐輔 

(ｻﾀ ﾕｳｽｹ) 

クラウドソリューション事業部 ソーシャ

ル本部長 

兼 ソーシャル本部 ソーシャル第二部長 

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 

南部 洋介 

(ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ) 

ビジネスソリューション事業部 ＥＲＰ本

部長 

兼 ＥＲＰ本部 ＥＲＰ部長 

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 

小松崎 貴裕 

(ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ) 

ビジネスソリューション事業部 エンター

プライズ本部長 

兼 エンタープライズ本部 テクニカルサ

ービス部長 

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部長 

板倉 秀二 

(ｲﾀｸﾗ ﾋﾃﾞｼﾞ) 

総務本部長 

兼 総務本部 総務部長 
総務本部 総務部長 

森山 大輔 

(ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ) 

クラウドソリューション事業部 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 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 

窪田 英司 

(ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ) 

デジタルソリューション事業部 デジタル

イノベーション本部 データサイエンス・Ａ

Ｉ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 

長尾 賢一 

(ﾅｶﾞｵ ｹﾝｲﾁ) 

デジタルソリューション事業部 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 データアナ

リティクス部長 

西川 淳一 

(ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 

デジタルソリューション事業部 デジタル

イノベーション本部 ＩＰＡ部長 

デジタルイノベーション本部 ＩＰＡソリ

ューション部長 

中平 達也 

(ﾅｶﾋﾗ ﾀﾂﾔ) 

デジタルソリューション事業部 デジタル

イノベーション本部 データマネジメント

部長 

デジタルイノベーション本部 データマネ

ジメント部長 

鈴木 将成 

(ｽｽﾞｷ ﾏｻｼｹﾞ) 

クラウドソリューション事業部 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 コラボレーション

第一部長 

小杉 益之 

(ｺｽｷﾞ ﾔｽﾕｷ) 

クラウドソリューション事業部 ＣＲＭ本

部 ＣＲＭ部長 

クラウドソリューション本部 クラウドソ

リューション部長 

髙橋 歩 

(ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ) 

クラウドソリューション事業部 ソーシャ

ル本部 ソーシャル第一部長 

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一部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

金山 昌基 

(ｶﾅﾔﾏ ﾏｻｷ) 

ビジネスソリューション事業部 エンター

プライズ本部 システムインテグレーショ

ン部長 

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部 第２グ

ループ長 

墨野倉 勇 

(ｽﾐﾉｸﾗ ｲｻﾑ) 

ビジネスソリューション事業部 エンター

プライズ本部 ＨＲ部長 

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部 第１グ

ループ長 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

ビジネスソリューション事業部 フィナン

シャルデジタル本部 フィナンシャルデジ

タル第一部長 

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 担当部長 

長谷川 智秀 

(ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ) 

ビジネスソリューション事業部 フィナン

シャルデジタル本部 フィナンシャルデジ

タル第二部長 

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 第１グルー

プ長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

ビジネスソリューション事業部 フィナン

シャルデジタル本部 フィナンシャルデジ

タル第三部長 

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 

竹山 雄一 

(ﾀｹﾔﾏ ﾕｳｲﾁ) 
監査室長 新任 

藤田 久美子 

(ﾌｼﾞﾀ ｸﾐｺ) 
経営企画本部 秘書室長 人事本部 人事部 マネージャー 

森 裕樹 

(ﾓﾘ ﾕｳｷ) 

クラウドソリューション事業部 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 

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 

渡邉 進 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ) 

クラウドソリューション事業部 ソーシャ

ル本部 ソーシャル第一部 担当部長 

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一部 技術部長 

下畑 尚之 

(ｼﾓﾊﾀ ﾀｶﾕｷ) 

クラウドソリューション事業部 ソーシャ

ル本部 ソーシャル第二部 担当部長 

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 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 システムマネジメント第一本部

長 
執行役員 基盤インテグレーション本部長 

梶山 豊裕 

(ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾖﾋﾛ) 
ＩＴプラットフォームセールス本部長 

コムチュア（株） クライアントセールス本

部 シニアマネージャー 

大森 陽一郎 

(ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ) 

エッジコンピューティング本部長 

兼 エッジコンピューティング本部 ＯＳ

Ｓソリューション部長 

兼 コムチュア（株） オープンソースソフ

トウェア事業推進室長 

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 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

小鮒 和礎 

(ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｷ) 
システムマネジメント第二本部長 

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 

鷲巣 誠 

(ﾜｼﾉｽ ﾏｺﾄ) 

クラウドプラットフォーム本部 ディレク

ター 

兼 クラウドプラットフォーム本部 サー

ビス開発部長 

カスタマーソリューション第二本部長 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 

ＩＴプラットフォームセールス本部 営業

統括部長 
クライアントセールス本部 営業統括部長 

西川 雄一郎 

(ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ) 

クラウドプラットフォーム本部 クラウド

プラットフォームソリューション部長 

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 

赤羽 正行 

(ｱｶﾊﾈ ﾏｻﾕｷ) 

クラウドプラットフォーム本部 テクニカ

ルエンジニアリング部長 

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 テクニカルエ

ンジニアリング１グループ長 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

クラウドプラットフォーム本部 ＩＴＳＭ

ソリューション部長 

基盤ソリューション本部 ＩＴＳＭソリュ

ーション部長 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

エッジコンピューティング本部 エッジプ

ラットフォームソリューション部長 

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 

村田 士朗 

(ﾑﾗﾀ ｼﾛｳ) 

エッジコンピューティング本部 ネットワ

ーク・インテグレーション部長 

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 

阿部 文裕 

(ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ) 

システムマネジメント第一本部 システム

マネジメント第一部長 

クライアントセールス本部 営業統括部 

担当部長 

渡邉 裕幸 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ) 

システムマネジメント第一本部 システム

マネジメント第二部長 

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 

平島 玲二 

(ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ) 

システムマネジメント第一本部 Ｊプロジ

ェクト推進部長 

基盤インテグレーション本部 Ｊプロジェ

クト推進部長 

鈴木 秀之 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ) 

システムマネジメント第二本部 システム

サービス部長 

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 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

システムマネジメント第二本部 マネージ

ド・ソリューション部長 

基盤インテグレーション本部 マネージド

サービス部長 

明間 直樹 

(ｱｹﾏ ﾅｵｷ) 
教育ビジネス部長 

クライアントセールス本部 教育ビジネス

部長 

 

以上 
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コンサルティング統括本部

監査室
アカウントセールス本部

ソリューションセールス本部

コムチュア株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

会長 社長

データサイエンス・ＡＩ部

フィナンシャルデジタル本部

エンタープライズ本部

データアナリティクス部

データマネジメント部

ソーシャル本部

ＣＲＭ本部 ＣＲＭ部

コラボレーション本部 コラボレーション第一部

ソーシャル第一部

ＩＰＡ部

コラボレーション第二部

ＥＲＰ本部 ＥＲＰ部

フィナンシャルデジタル第二部

フィナンシャルデジタル第三部

大阪営業所

名古屋営業所

オープンソースソフトウェア事業推進室

フィナンシャルデジタル第一部

システムインテグレーション部

ソーシャル第二部

テクニカルサービス部

デジタルビジネスコンサルティング本部

テクノロジー統括本部

デジタルソリューション事業部

クラウドソリューション事業部

ITアーキテクチャー本部

デジタルイノベーション本部

ビジネスソリューション事業部

ＨＲ部
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 コムチュアデータサイエンス株式会社

人事部

コムチュアネットワーク株式会社

社長

社長

コムチュアマーケティング株式会社

品質監理部

テクニカルエンジニアリング部

ネットワーク・インテグレーション部

情報システム部

ビジネスパートナ推進部

エッジコンピューティング本部

ビジネスパートナ推進本部

マネージド・ソリューション部

総務本部

経営統括

経理統括

人事本部

財務会計部

マーケティング本部

クラウドプラットフォーム本部 クラウドプラットフォームソリューション部

クラウド営業部

エッジプラットフォームソリューション部

ＩＴＳＭソリューション部

サービス開発部

Ｊプロジェクト推進部

教育ビジネス部

システムマネジメント第二部

システムマネジメント第二本部 システムサービス部

管理会計本部 管理会計部

営業管理部

ITプラットフォームセールス本部

経理本部

情報システム本部

品質監理本部

経営企画本部

秘書室

ＯＳＳソリューション部

システムマネジメント第一本部 システムマネジメント第一部

営業統括部

働き方改革推進室

法務部

経営企画部

総務部


