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2019年 11月 20日 
各  位 
                      会 社 名 サイバーコム株式会社 
                      代表者名 代 表 取 締 役 社 長  渡邊 剛喜 

（東証第一部 コード番号：3852） 
                       問合せ先 取締役執行役員管理本部長 兀下 恵子 
                                       （TEL.045-681-6001） 

 

 

組織体制変更および人事異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、2019 年 11 月 20 日開催の取締役会において、組織体制変更および人事異動を決議しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

記 
１． 組織体制変更（2020年 1月 1日付） 

 

変更内容 

【事業本部の再編】 

ＢＳ事業本部とＩＣＴ事業本部を事業区分に合わせて２つに再編し改称 

・システム＆ソリューション事業本部（略称ＳＳ本）   ：ソフトウェア開発事業を担当 

・インテグレーション＆プロダクト事業本部（略称ＩＰ本）：サービス事業（ＳＩサービス・プロダクト） 

を担当 

【支社の新設】 

ＢＳ事業本部 ソリューション事業部に販管部門を加え体制強化し、システム＆ソリューション事業本部

東北支社として新設 

【事業部の分割】 

ＩＣＴ事業本部 システム事業部を、システム＆ソリューション事業本部 システム事業部（関東圏）と 

ＩＴソリューション事業部（中部・九州圏）に分割 

【営業所から事業所への昇格】 

システム＆ソリューション事業本部 ＩＴソリューション事業部の名古屋営業所を名古屋事業所に、  

福岡営業所を福岡事業所に昇格 

【技術部の分割】 

インテグレーション＆プロダクト事業本部 システムインテグレーション事業部の技術部を 

第１技術部と第２技術部に分割 

【プロダクトビジネス専門組織の新設】 

Cyber Smartシリーズ製品の製造及び販売を実施しているＣＴＩ部の体制を強化し、プロダクトビジネス 

を牽引する専門組織としてインテグレーション＆プロダクト事業本部 プロダクトビジネス部を新設 

同部内に戦略・企画グループとテクニカルサービスグループを設置 

【本社室の再編】 

 ・労務管理室を管理本部 総合管理部から管理本部 人事部へ移管 

 ・秘書室を管理本部 総合管理部から独立し管理本部の直轄の室へ再編 
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２． 人事異動 
 
【取締役の異動】（2020年 1月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

稲本 聡之 取締役 執行役員（営業，プロダクト担当） 
インテグレーション＆プロダクト事業本部長 

取締役 執行役員（営業，プロダクト担当） 
ＩＣＴ事業本部長 

臼井 博幸 取締役 執行役員（技術担当） 
システム＆ソリューション事業本部長 

取締役 執行役員（技術担当） 
ＢＳ事業本部長 

 
 
【執行役員の異動】（2020年 1月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

伊藤 正雄 
執行役員 
システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部長 

執行役員 
ＩＣＴ事業本部 
システム事業部長 

豊田 清高 
執行役員 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部長 

執行役員 
ＢＳ事業本部 
アプリケーション事業部長 

吉村 英樹 
執行役員 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部長 

 
 
【一般人事】（2019年 12月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

三内 大介 
ＢＳ事業本部 
アプリケーション事業部 
新潟事業所 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

 
 
【一般人事】（2020年 1月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

根釜 克典 システム＆ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部長 

ＢＳ事業本部 
アプリケーション事業部 第１技術部長 

佐藤 貴宏 システム＆ソリューション事業本部 
東北支社長 

ＢＳ事業本部 
ソリューション事業部長 

市川 隆央 管理本部 
総合管理部長 兼 総合管理室長 

管理本部 
総合管理部 副部長 兼 総合管理室長 

鈴木 直登 システム＆ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 第１技術部長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第１技術グループ課長 

岡﨑 敦 システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 第２技術部長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 部長 

山口 重敬 システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 名古屋事業所長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 名古屋営業所長 

吉川 昭 システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 福岡事業所長 

ＩＣＴ事業本部 
事業管理部長 兼 営業グループ長 
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氏 名 新役職 現役職 

堀田 敏一 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部 
技術部長 

上田 勝彦 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第２技術部長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部 
技術部 第１技術グループ課長 

金田 正樹 インテグレーション＆プロダクト事業本部 
プロダクトビジネス部長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 第２技術部長 

小林 達朗 システム＆ソリューション事業本部 
第１営業グループ課長 

ＢＳ事業本部 
営業グループ課長 

石山 正人 システム＆ソリューション事業本部 
第２営業グループ課長 

ＢＳ事業本部 
営業グループ課長 

北原 良弘 システム＆ソリューション事業本部 
技術管理グループ課長 

（新任） 
 

金子 裕司 
システム＆ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

小山 大介 
システム＆ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第２技術部 第１技術グループ課長 

ＢＳ事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

鈴木 明人 
システム＆ソリューション事業本部 
コミュニケーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ＢＳ事業本部 
アプリケーション事業部 
第２技術部 第１技術グループ課長 

大坂 卓也 
システム＆ソリューション事業本部 
コミュニケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

ＢＳ事業本部 
コミュニケーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

柳 哲士 
システム＆ソリューション事業本部 
コミュニケーション事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

ＢＳ事業本部 
コミュニケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

北島 智樹 
システム＆ソリューション事業本部 
コミュニケーション事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

渡辺 祐二 
システム＆ソリューション事業本部 
コミュニケーション事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

音泉 義浩 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

内藤 義弘 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

大崎 隆之 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第１技術部 第４技術グループ課長 

（新任） 
 

齋藤 次郎 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 
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氏 名 新役職 現役職 

中村 剛 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第２技術グループ 課長 

田村 貴弘 
システム＆ソリューション事業本部 
システム事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

清田 裕介 
システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 
名古屋事業所 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
名古屋営業所 課長 

湯沢 朋浩 
システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 
名古屋事業所 第２技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
名古屋営業所 課長 

小隈 健一 
システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 
福岡事業所 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
福岡営業所長 

汐口 卓 
システム＆ソリューション事業本部 
ＩＴソリューション事業部 
福岡事業所 第２技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システム事業部 
福岡営業所 課長 

奥山 栄 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
営業グループ課長 

ＢＳ事業本部 
営業グループ 課長 

伊藤 剛章 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
業務グループ課長 

ＢＳ事業本部 
業務グループ 課長 

高橋 直紀 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
技術管理グループ課長 

ＢＳ事業本部 
技術管理グループ課長 

鶴田 和寿 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
第１技術部 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

東海林 豊 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
第３技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

古山 隆一 
システム＆ソリューション事業本部 
東北支社 
第３技術部 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

渋谷 賢一 インテグレーション＆プロダクト事業本部 
営業グループ次長 

ＩＣＴ事業本部 
事業管理部 
サービス営業グループ次長 

林田 健太郎 インテグレーション＆プロダクト事業本部 
営業グループ 課長 

ＩＣＴ事業本部 
事業管理部 
サービス営業グループ 課長 

吉川 哲矢 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部 
技術部 第２技術グループ課長 

佐々木 尋史 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部 
技術部 第４技術グループ課長 

仲谷 暁 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第２技術部 第１技術グループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
システムインテグレーション事業部 
技術部 第３技術グループ課長 
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氏 名 新役職 現役職 

中村 栄一 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

渡辺 達也 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
プロダクトビジネス部 
戦略・企画グループ次長 

ＩＣＴ事業本部 
事業管理部 
新規事業推進グループ次長 

岩崎 英次 
インテグレーション＆プロダクト事業本部 
プロダクトビジネス部 
テクニカルサービスグループ課長 

ＩＣＴ事業本部 
ＣＴＩ部長 兼 技術グループ長 

 
 
３．添付資料 

2020年 1月 1日付 サイバーコム株式会社組織図 
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