
２０２０年３月２５日
各　　位

会社名
代表者名 代表取締役社長　小林　義和
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号　９８６７）
問合せ先
役職・氏名執行役員総務部長

兼経理財務部長 宮﨑 雅司
電話 ０３－３７３２－１１３１

Ⅰ．組織の改訂

１．コーポレートサービス部
（１）

（２）デジタルシステム部を情報システム部に改称する。

（３）調達部を廃止し、同部の業務を債権債務事務センターに移管する。

２．ＤＸ推進センター

３．デジタルソリューション事業グループ
（１）支援部

（２）業務部

（３）産業第一営業統括部
①

②

（４）産業第二営業統括部
①

②

４．テクノロジー・プロダクツ事業部

５．東日本支社
東日本システム統括部

　２０２０年３月２５日開催の当社取締役会決議により、２０２０年４月１日付をもって下記のとおり組
織改訂および人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

組織改訂および人事異動に関するお知らせ

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進を強化するため、ＤＸ推進センターを新設し、Ｒ
＆Ｄセンターを統合、ＩｏＴソリューション営業統括部を分割、統合する。

第三営業部を廃止し、第一営業部に統合する。

コーポレートシステム部をコーポレートサービス部に改称する。

営業に対する支援強化のため、業務部を支援部に改称し、ネットワークビジネス事業部業務部
を統合する。

第一営業部、ＩｏＴ営業部の２部体制とし、第一営業部に産業営業統括部第一営業部、ＩｏＴ
営業部にＩｏＴソリューション営業統括部営業部を移管する。

流通業ビジネスへの対応強化のため、産業第二営業統括部を新設し、産業営業統括部から分
割、統合する。

拠点毎のマネジメント強化のため、第三システム部を新設し、第一システム部（東北）、第二
システム部（群馬、宇都宮）、第三システム部（長野、諏訪）の３部体制とする。

システムソリューション事業グループ業務部を編入し、業務部と称する。

製造業ビジネスへの対応強化のため、産業営業統括部を産業第一営業統括部に改称し、ＩｏＴ
ソリューション営業統括部営業部を分割、統合する。

第一営業部、第二営業部の２部体制とし、第一営業部に産業営業統括部第二営業部、第二営業
部に産業営業統括部第三営業部を移管する。
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６．インフラサービス事業グループ

（１）北関東第一インフラサービス統括部

（２）北関東第二インフラサービス統括部

Ⅱ．主要な人事異動

代表取締役社長 代表取締役社長
経営戦略統括 経営戦略統括
兼管理グループ担当 兼管理グループ担当
兼経営企画室担当 兼経営企画室担当
兼コーポレートサービス部担当 兼コーポレートシステム部担当
兼ソレキア・アカデミー担当 兼ソレキア・アカデミー担当
兼人財開発センター担当 兼人財開発センター担当

代表取締役副社長兼執行役員 代表取締役副社長兼執行役員
監査部担当 監査部担当

兼Ｒ＆Ｄセンター担当

取締役顧問 取締役顧問
管理グループ副担当 管理グループ副担当
兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当 兼海外ビジネス（人財・開発）担当
兼管理グループ長 兼管理グループ長

常務取締役兼執行役員 常務取締役兼執行役員
営業部門統括 営業部門統括
兼コーポレートサービス部副担当 兼コーポレートシステム部副担当
兼リスクマネジメント部担当 兼）リスクマネジメント部担当
兼ヘルスケアソリューション事業部担当 兼ヘルスケアソリューション事業部担当
兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当 兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当
兼ネットワークビジネス事業部担当 兼ネットワークビジネス事業部担当
兼西日本支社担当 兼西日本支社担当

常務取締役兼執行役員 常務取締役兼執行役員
経営企画室副担当 経営企画室副担当
兼事業推進部担当 兼事業推進部担当
兼ＤＸ推進センター長 兼Ｒ＆Ｄセンター長

兼デジタルソリューション事業グループ長

執行役員 執行役員
インフラサービスグループ長代理 インフラサービスグループ長代理

兼インフラサービス事業推進部長

執行役員 執行役員
デジタルソリューション事業グループ長
兼社会・公共営業統括部長 兼社会・公共営業統括部長

兼IoTソリューション営業統括部長

執行役員 執行役員
リスクマネジメント部長 リスクマネジメント部長
兼コーポレートサービス部長 兼コーポレートシステム部長
兼ＩＴ資産管理部長 兼調達部長
兼デジタルソリューション事業グループ 兼ＩＴ資産管理部長
　支援部長

執行役員 執行役員
インフラサービス事業グループ インフラサービス事業グループ
北関東第一インフラサービス統括部長 北関東インフラサービス統括部長

北関東インフラサービス統括部の管理強化とサービスビジネス拡大のため、北関東第一インフラ
サービス統括部と北関東第二インフラサービス統括部の２統括部体制とする。

北関東第一インフラサービス統括部に、業務部、群馬カストマサービス部、栃木カストマサー
ビス部をおく。

北関東第二インフラサービス統括部に、館林カストマサービス部、情報サービス部、ネット
ワークサービス部をおく。

佐々木ベジ

川島　輝己

（氏　　名） （新役職名） （旧役職名）
小林　義和

仲井　正　

平山　淳　

塩谷　明彦

小林　英之

西垣　政美

樋口　雄三

デジタルソリューション事業グループ長代理（営業）
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【コーポレートサービス部】
コーポレートサービス部長代理 コーポレートシステム部
兼情報システム部長 デジタルシステム部長
兼ＩＴ資産管理部担当部長 兼ＩＴ資産管理部担当部長

債権債務事務センター長 債権債務事務センター長
兼調達部担当部長

【デジタルソリューション事業グループ】
産業第一営業統括部長 産業営業統括部長代理
兼ＩｏＴ営業部長 兼第三営業部長

産業第一営業統括部 産業営業統括部
第一営業部長 第一営業部長

産業第二営業統括部長 産業営業統括部長
兼第二営業部長

産業第二営業統括部 産業営業統括部
第一営業部長 第二営業部長

社会・公共営業統括部長代理 社会・公共営業統括部
兼営業部長 営業部長

【ヘルスケアソリューション事業部】
ヘルスケア営業統括部長代理 ヘルスケア営業統括部
兼第二営業部長 第二営業部長

ヘルスケア営業統括部 ヘルスケア営業統括部
第一営業部長 第一営業部担当部長

【テクノロジー・プロダクツ事業部】
第一営業部長 第一営業部担当部長

【ネットワークビジネス事業部】
ネットワークビジネス事業部長代理 ネットワークビジネス事業部長代理

兼営業部長

営業部長 営業部担当部長

【システム事業推進部】
システム事業推進部長 システム事業推進部長
兼デジタルソリューション事業グループ 兼ソレキア・アカデミー学院長代理
　　業務部長 兼システムソリューション事業グループ
兼人財開発センター長  　業務部長

兼人財開発センター長

【システムソリューション事業グループ】
第三システム統括部長 第三システム統括部長

兼Ｒ＆Ｄセンター担当部長

第三システム統括部長代理 第三システム統括部長代理
兼第二システム部長

第三システム統括部 第三システム統括部
第二システム部長 第二システム部担当部長

根本　一弥

牛島　洋　

小林　康彦

太田　康喜

黒澤　滋郎

井上　建太

玉手　勉　

牧野　太　

藤原　真司

植田　俊治

武藤　晃彦

堀内　龍介

小泉　雅彦

羽下　浩司

安部　貴之

菊地　祥敬
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【東日本支社】
東日本システム統括部長 東日本システム統括部長
兼アウトソーシングサービス部長 兼第一システム部長

兼アウトソーシングサービス部長

東日本システム統括部長代理 東日本システム統括部
第二システム部長（長野）

東日本システム統括部 東日本システム統括部
第一システム部長（東北） 第一システム部担当部長（東北）

東日本システム統括部 東日本システム統括部
第二システム部長（群馬） 第二システム部担当部長（群馬）

東日本システム統括部 東日本システム統括部
第三システム部長（長野） 第二システム部担当部長（長野）

長野インフラサービス統括部 インフラサービス事業グループ
第一カストマサービス部長 北関東インフラサービス統括部

館林カストマサービス部長
【西日本支社】

関西産業営業統括部長 関西産業営業統括部長
兼第二営業部長 兼第一営業部長

関西産業営業統括部長代理 関西産業営業統括部長
兼業務部長 第二営業部長
兼第一営業部長

四国営業統括部長 四国営業統括部長
兼業務部長 兼業務部長
兼高松支店長 兼高松支店長

兼医療営業部長

四国営業統括部 ヘルスケアソリューション事業部
医療営業部長 ヘルスケア営業統括部

第一営業部長

西日本システム統括部長 西日本システム統括部長
兼技術サービス部長 兼第三システム部長

兼技術サービス部長

西日本システム統括部長代理 西日本システム統括部長代理
兼第三システム部長 兼第一システム部長

西日本システム統括部 西日本システム統括部
第一システム部長 第一システム部担当部長

関西インフラサービス統括部長 インフラサービス事業グループ
首都圏第一インフラサービス統括部長代理

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
情報サービス部長 ＯＢＰカストマサービス部担当部長

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
守口カストマサービス部長 守口カストマサービス部担当部長

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
枚方カストマサービス部長 枚方カストマサービス部長
兼ネットワークサービス部長 兼ネットワークサービス部長

兼守口カストマサービス部長

南阪本博文

佐納　孝俊

寺川　浩之

柳川　雅央

上平　博己

岸村　直樹

星野　文男

大本　毅　

松岡　寛行

泉　巻博　

小杉　雅紀

相澤　佳孝

内澤　正行

庄子　達生

西　啓之　

三谷　真介

森本　仁之
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【インフラサービス事業グループ】
インフラサービス事業推進部長 西日本支社

関西インフラサービス統括部長

首都圏第一インフラサービス統括部長 首都圏第一インフラサービス統括部長
兼Ｒ＆Ｄセンター担当部長

首都圏第一インフラサービス統括部長代理 東日本支社
長野インフラサービス統括部
第一カストマサービス部長

首都圏第二インフラサービス統括部長 首都圏第二インフラサービス統括部長代理
兼カストマサービス部長

首都圏第二インフラサービス統括部 首都圏第二インフラサービス統括部
カストマサービス部長 カストマサービス部担当部長

首都圏第二インフラサービス統括部 首都圏第二インフラサービス統括部
運用サービス部長 技術部長
兼技術部長 兼運用サービス部担当部長

首都圏第三インフラサービス統括部長 首都圏第二インフラサービス統括部長
兼首都圏第三インフラサービス統括部長

首都圏第三インフラサービス統括部 首都圏第二インフラサービス統括部
第一カストマサービス部長 運用サービス部長

首都圏第四インフラサービス統括部 首都圏第三インフラサービス統括部
第一カストマサービス部長 第一カストマサービス部長

首都圏第四インフラサービス統括部 首都圏第四インフラサービス統括部
第二カストマサービス部長 第一カストマサービス部長

兼第二カストマサービス部長

北関東第二インフラサービス統括部長 北関東インフラサービス統括部長代理
兼館林カストマサービス部長

以　上

甚野　彰男

佐藤　貴之

松崎　勝也

澤木　秀昭

来栖　裕之

安田　努　

品川　兼一

八木　隆　

中島　智也

石渡　裕治

仁田山亮太
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【ご参考】　新組織図（2020年4月1日現在）

ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

第三ｼｽﾃﾑ部

北関東第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

監査部

経営企画室

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部 債権債務事務ｾﾝﾀｰ

ﾍﾙｽｹｱ営業統括部 第一営業部

第二営業部

ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

東北支店

福島支店

第二営業統括部 業務部

長野支店

諏訪支店

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部

長野ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部

人事部

経理財務部 経理部

営業管理部

人財開発ｾﾝﾀｰ

事業推進部 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 支援部

産業第一営業統括部 第一営業部

情報ｼｽﾃﾑ部
経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ

IT資産管理部

DX推進ｾﾝﾀｰ

ｿﾚｷｱ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

業務部

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 業務部

ｼｽﾃﾑ部

第一ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部 ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

ＩoＴ営業部

社会･公共営業統括部 営業部

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 営業部

産業第二営業統括部 第一営業部

第二営業部

第二ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部 営業部

ｼｽﾃﾑｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ部

ｼｽﾃﾑ事業推進部

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部 業務部

第一営業部

第二営業部

海外営業推進室

東日本支社 第一営業統括部 業務部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役会 第一ｼｽﾃﾑ統括部 ｼｽﾃﾑ部

取締役会 社　長 経営会議 第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第三ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

群馬支店

宇都宮支店

関東支店

東日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第二営業部

関西公共営業統括部 営業部

四国営業統括部 業務部

高松支店

西日本支社 大阪支店

京都支店

関西産業営業統括部 業務部

第一営業部

関西ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

OBPｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

松山支店

産業営業部

医療営業部

西日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

難波ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

守口ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

枚方ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

京都ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第三ｼｽﾃﾑ部

医療ｼｽﾃﾑ部

技術ｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

技術部

ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業推進部 支援部

業務部

首都圏第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

ｶｽﾄﾏｲｽﾞ部

北関東第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

群馬ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

館林ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

栃木ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第三ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第四ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部
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管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部

人事部

経理財務部 経理部

営業管理部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑ部
経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ

調達部

IT資産管理部

R&Dｾﾝﾀｰ

ｿﾚｷｱ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

監査部

経営企画室

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ部 債権債務事務ｾﾝﾀｰ

第二営業部

第三営業部

社会･公共営業統括部 営業部

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部 営業部

事業推進部 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 業務部

産業営業統括部 第一営業部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

第二ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 業務部

ｼｽﾃﾑ部

IoTｿﾘｭｰｼｮﾝ営業統括部 営業部

第一ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

ｼｽﾃﾑｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ部

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部 業務部

第一営業部

第二営業部

第三営業部

海外営業推進室

ﾍﾙｽｹｱ営業統括部 第一営業部

第二営業部

ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

ｼｽﾃﾑ事業推進部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 業務部

監査役会 第一ｼｽﾃﾑ統括部 ｼｽﾃﾑ部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部 業務部

営業部

第三ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

東日本支社 第一営業統括部 業務部

取締役会 社　長 経営会議 第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

西日本支社 大阪支店

群馬支店

宇都宮支店

関東支店

東日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

東北支店

福島支店

第二営業統括部 業務部

長野支店

諏訪支店

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部

京都支店

関西産業営業統括部 業務部

第一営業部

第二営業部

関西公共営業統括部 営業部

長野ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第三ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

西日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

医療ｼｽﾃﾑ部

技術ｻｰﾋﾞｽ部

四国営業統括部 業務部

高松支店

松山支店

産業営業部

医療営業部

守口ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

枚方ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

京都ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業推進部 支援部

関西ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

OBPｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

難波ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

栃木ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

人財開発ｾﾝﾀｰ

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ｶｽﾄﾏｲｽﾞ部

北関東ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

群馬ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

館林ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

技術部

首都圏第三ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第四ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

業務部

首都圏第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部
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