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２０１９年３月２２日 

  各  位 

会社名 ネッ トワンシステムズ株 式 会 社 

     代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透 

（コード：７５１８ 東証第１部） 

照会先  本リリースに関する問い合わせ先      

広報・ＩＲ室 山 形 昌 子 

（TEL.０３－６２５６－０６１５） 

 

                 

２０１９年４月１日付 機構改革及び幹部人事異動のお知らせ 

 

 

当社は、次のとおり機構改革及び幹部人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 機構改革 

ネットワングループの成長戦略の推進と強い経営基盤の確立を図るため、以下の機構改革を実施する。 

 

(1)リスクマネジメントの強化を図るため、社長直轄組織としてリスク管理室を新設する。 

(2)コーポレート機能の最適化を図るため、管理本部に経営企画本部を統合し、次の本部内改組を行う。 

・システムの企画立案と業務プロセスの整備を目的に情報企画室を新設する。 

・経営企画室とグループ事業推進室を統合し、経営企画部と称する。 

・新規事業推進室、製品・保守部材管理部、グループ購買部をネットワンパートナーズ株式会社へ移管する。 

・ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社の設立に伴い、TQM推進部は廃止する。 

(3)東日本第１事業本部の本部内改組を行い、北海道営業部と東北営業部を統合して第３営業部と称する。 

(4)顧客サービスの強化を図るため、カスタマーサービス本部に市場開発本部を統合し、次の本部内改組を行う。 

・ICTに関わるコンサルティングの提供を目的にコンサルティングサービス部を新設する。 

・セキュリティに関わるサービスやコンサルティングの提供を目的にセキュリティサービス部を新設する。 

・運用サービスの拡販及び運用改善コンサルティング業務の提供を目的にカスタマーサクセス部を新設する。 

・東日本第２事業本部、中部事業本部、西日本事業本部の各本部内に設置していたシステム技術部を移管・再編し、

第１システム技術部、第２システム技術部を置く。 

(5)ビジネス企画・開発機能の強化を図るため、ビジネス推進本部をビジネス開発本部と改称し、次の本部内改組を行

う。 

・サービスの企画立案及び管理を目的にサービス企画部を新設する。 

・マーケティングや営業支援を目的に営業推進部を新設する。 
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＜各本部の構成＞ 

① 管理本部 

・当本部には、情報企画室、経営企画部、情報システム部、人事部、法務・CSR室、広報・IR室、財務部、経理部、 

キャピタルサービス部を置く。 

② 東日本第１事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、第３営業部、営業支援室を置く。 

③ 東日本第2事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、第３営業部、第４営業部、営業支援室を置く。 

④ 中部事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部を置く。 

⑤ 西日本事業本部 

・当本部には、第１営業部、第２営業部、九州・沖縄営業部、営業支援室を置く。 

⑥ カスタマーサービス本部 

・当本部には、コンサルティングサービス部、セキュリティサービス部、プロジェクト推進室、カスタマーサクセス部、 

運用サービス部、エキスパートオペレーション部、第１システム技術部、第２システム技術部、ファシリティ技術部 

を置く。 

⑦ ビジネス開発本部 

・当本部には、サービス企画部、営業推進部、第１応用技術部、第２応用技術部、第３応用技術部、サービスマネ

ージメント室を置く。 

 

 

２．取締役の管掌 

 

取締役 管掌部門 

吉野 孝行 経営全般 

荒井 透 

経営全般 

内部監査室 担当 

ﾘｽｸ管理室 担当 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 管掌 

ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 管掌 

川口 貴久 

管理本部 担当 

最高戦略責任者 (CSO) 

情報ｼｽﾃﾑ管理責任者 （CIO） 

平川 慎二 
東日本第１事業本部 担当 

西日本事業本部 担当 

竹下 隆史 
東日本第２事業本部 担当  

中部事業本部 管掌 

田中 拓也 管理本部 投融資・新規事業 担当 
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取締役 管掌部門 

片山 典久 

管理本部 財務部・経理部・ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部 担当 

最高財務責任者 （CFO） 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ統括管理責任者 （CISO） 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ統括責任者 （CRO） 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括責任者 （CCO） 

 

 ※参考 

    常務執行役員  篠浦 文彦  ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 担当 

最高ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ責任者 (CMO) 

                           最高技術責任者（CTO） 
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３． 幹部人事異動 

 

（１）執行役員・本部長・副本部長・理事の異動 

氏  名 新   職 旧   職 

荒井 透 社長執行役員 

社長執行役員 

Net One Systems USA, Inc. 

President & CEO 

川口 貴久 

執行役員 

管理本部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

代表取締役会長 

Net One Systems Singapore Pte. Ltd. 

President & CEO 

執行役員 

経営企画本部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

代表取締役会長 

Net One Systems Singapore Pte. Ltd. 

President & CEO 

平川 慎二 

常務執行役員 

東日本第１事業本部長 

西日本事業本部長 

常務執行役員 

東日本第１事業本部長 

西日本事業本部長 

ネットワンコネクト合同会社 

代表執行役社長 

竹下 隆史 

執行役員 

東日本第２事業本部長 

ネットワンコネクト合同会社 

代表執行役社長 

ネットワンネクスト株式会社 

取締役 

執行役員 

東日本第２事業本部長 

篠浦 文彦 
常務執行役員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部長 

常務執行役員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部長 

田中 拓也 

執行役員 

管理本部 投融資・新規事業担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 

経営企画本部 新規事業推進担当 

ネットワンパートナーズ株式会社  

代表取締役社長 

福本 英雄 

執行役員 

管理本部 副本部長 

財務部、経理部、ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部担当 

ネットワンネクスト株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 

管理本部 副本部長 

TQM推進部、財務部、経理部、ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部

担当 

ネットワンネクスト株式会社 

代表取締役社長 

松本 陽一 理事 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部長 
理事 市場開発本部長 

（兼）市場開発本部 ｾｷｭﾘﾃｨ戦略支援部長 
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氏  名 新   職 旧   職 

杉山 雄一郎 

（新任）管理本部 理事 副本部長 

経営企画部、情報ｼｽﾃﾑ部 担当 

（兼）管理本部 情報企画室長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

取締役 

エクストリーク株式会社 

取締役 

経営企画本部 経営企画室長 

石橋 和明 

（新任）管理本部 理事 ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部長 

ネットワンネクスト株式会社 

取締役 

管理本部 ｷｬﾋﾟﾀﾙｻｰﾋﾞｽ部長 

高橋 慶介 
東日本第１事業本部 理事 副本部長 

第１営業部、第２営業部、第３営業部 担当 
東日本第１事業本部 理事 副本部長 

辻 晃治 
（新任）東日本第２事業本部 理事 副本部長 

第２営業部、第３営業部、第４営業部 担当 
東日本第２事業本部 第３営業部長 

畠山 大輔 
（新任）西日本事業本部 副本部長 

第１営業部、第２営業部、九州・沖縄営業部 担当 
西日本事業本部 第２営業部長 

延坂 成人 

ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 副本部長 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部、ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推

進室 担当 

ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部長  

池田 和之 

（新任）ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 副本部長 

ｶｽﾀﾏｰｻｸｾｽ部、運用ｻｰﾋﾞｽ部、ｴｷｽﾊﾟー ﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

部 担当 

市場開発本部 ICT戦略支援部長 

岩本 智浩 

（新任）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 理事 副本部長 

ｻｰﾋﾞｽ企画部、第１応用技術部、第２応用技術部、 

第３応用技術部 担当 

Net One Systems USA, Inc. 

President & CEO 

Net One Systems USA, Inc. 

Vice President & COO 

比嘉 偉明 
Net One Systems USA, Inc. 

Vice President & COO 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 理事 

ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ推進担当 
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（２）部長・室長の異動 

氏  名 新   職 旧   職 

水野 則人 内部監査室長 
ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長 

坂本 裕二 ﾘｽｸ管理室長 内部監査室長 

實川 博之 （新任）管理本部 経営企画部長 経営企画本部 経営企画室 ｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

飯田 健二 管理本部 情報ｼｽﾃﾑ部長 経営企画本部 情報ｼｽﾃﾑ部長 

下田 英樹 管理本部 人事部長 経営企画本部 人事部長 

山形 昌子 管理本部 広報･IR室長 経営企画本部 広報･IR室長 

皆川 謙太 東日本第１事業本部 第１営業部長 東日本第１事業本部 第２営業部長 

遠山 英樹 東日本第１事業本部 第２営業部長 東日本第１事業本部 第１営業部長 

斉藤 誠吾 東日本第１事業本部 第３営業部長 東日本第１事業本部 東北営業部長 

日野 吉章 （新任）東日本第２事業本部 第３営業部長 東日本第２事業本部 第３営業部 副部長 

磯村 和信 （新任）中部事業本部 第１営業部長 中部事業本部 第１営業部 副部長 

貝森 伸明 （新任）西日本事業本部 第２営業部長 
西日本事業本部 第２営業部 営業第３ﾁｰﾑ 

ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

坂上 健一 

西日本事業本部 営業支援室長 

（兼）西日本事業本部 営業支援室 

営業支援第2ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

西日本事業本部 営業支援室長 

（兼）西日本事業本部 営業支援室  

営業支援第１ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

（兼）中部事業本部 営業支援ﾁｰﾑ 

ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

川崎 武志 （新任）ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部長 
市場開発本部 ICT戦略支援部 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ第１ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

森 寿徳 （新任）ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ部長 
市場開発本部 ｾｷｭﾘﾃｨ戦略支援部 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ第２ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

中村 聡 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 市場開発本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 

深町 泰三 （新任）ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 ｶｽﾀﾏｰｻｸｾｽ部長 市場開発本部 ICT戦略支援部 副部長 

土屋 孝敏 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 第１ｼｽﾃﾑ技術部長 東日本第２事業本部 ｼｽﾃﾑ技術部長 

上田 智 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部 第２ｼｽﾃﾑ技術部長 西日本事業本部 ｼｽﾃﾑ技術部長 

村上 丈文 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 ｻｰﾋﾞｽ企画部長 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 商品企画部長 

横山 哲雄 （新任）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 営業推進部長 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 商品企画部 副部長 

（兼）ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 商品企画部 

 ｻｰﾋﾞｽ企画ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー
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氏  名 新   職 旧   職 

藤田 雄介 （新任）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 第１応用技術部長 Net One Systems USA，Inc. ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

比留川 邦敏 （新任）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 第２応用技術部長 東日本第２事業本部 第３営業部 副部長 

織田 行司 （新任）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 第３応用技術部長 中部事業本部 第２営業部 副部長 

小澤 貴子 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ室長 

（兼）ネットワンコネクト株式会社 

 事業統括部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ室長 

（兼）ネットワンコネクト合同会社 

 事業統括部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

近 美香子 
（新任）ネットワンパートナーズ株式会社 

第２営業部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

第２営業部 副部長 

和田 智之 

ネットワンパートナーズ株式会社 

第３営業部長 

（兼）管理本部 経営企画部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進ﾁｰﾑ 

 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

ネットワンパートナーズ株式会社 

第３営業部長 

（兼）経営企画本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業推進室 

 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

滝島 大介 
（新任）ネットワンパートナーズ株式会社 

ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 
東日本第２事業本部 ｼｽﾃﾑ技術部 副部長 

尾張 真司 

（新任）ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部長 

（兼）ネットワンパートナーズ株式会社 

 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部 第3ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

（兼）ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発本部 ｻｰﾋﾞｽ企画部  

NOP ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発部 第１ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

古賀 良孝 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ購買・物流部長 

（兼）ネットワンパートナーズ株式会社 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ室長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

第２営業部長 

岸上 要太 
ネットワンパートナーズ株式会社 

新規事業推進室長 
経営企画本部 新規事業推進室長 

有賀 秀樹 
ネットワンネクスト株式会社 

企画営業部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 

ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 

 

 

                                                            以 上 


