
 

 

2020年 3月 30日 

各  位 

会 社 名  株式会社ミロク情報サービス 

代表者名  代表取締役社長 是枝周樹 

     （コード番号  9928  東証第 1部） 

問合せ先  経営管理本部長 寺沢慶志 

（TEL．03－5361－6369） 

 

 

組織変更及び取締役への委嘱事項の変更並びに人事異動に関するお知らせ 

 

 

 2020年 4月 1日付にて、以下の通り組織変更及び取締役への委嘱事項の変更並びに人事異動を行いますの

でお知らせします。 

 

１．組織変更（2020年 4月 1日付） 

営業本部、製品開発・サポート本部、経営管理本部の 3 本部、内部監査室、社長室、税経システム

研究所の 2室、1研究所体制を継続します。 

製品開発・サポート本部において、製品企画室を製品企画開発部に改称し、会計事務所や企業向け

製品・サービスの企画・開発体制を強化します。また、第一～第四製品開発部を改編し、既存製品・サ

ービスの競争力強化のための機能改良を継続的に行う第一製品開発部と税務系システムにおいて法制

度改正に迅速に対応する第二製品開発部を配置します。 

経営管理本部においては、BPR推進室を新設し全社の業務改革、生産性向上をプロジェクト方式で推

進します。また、理財統括部と人事総務部を業務管理部と経営管理部に改編し、ガバナンスの強化を

図ります。 

社長直轄部門として新規事業戦略室を新設し、ファイナンス関連事業をはじめとする次世代新規事

業の企画・開発・創出を推進します。 

 

２．取締役・執行役員への委嘱事項の変更（2020年 4月 1日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

寺沢 慶志 

取締役常務執行役員 

最高財務責任者（CFO） 

最高情報責任者（CIO） 

経営管理本部長  

兼 社長室長 

取締役常務執行役員 

最高財務責任者（CFO） 

最高情報責任者（CIO） 

経営管理本部長  

兼 情報システム部長  

兼 社長室長 

石川 哲士 

常務執行役員 

営業本部 副本部長  

兼 営業推進部長 

執行役員 

営業本部 首都圏統括部長 



大友 良一 
執行役員 

営業本部 中国四国圏統括部長 

執行役員 

営業本部 中部北陸圏統括部長 

濱谷 博通 
執行役員 

社長室 CSR推進事務局部門長 

執行役員 

社長室長代理  

兼 関係会社管理グループ長  

兼 CSR推進事務局部門長 

佐藤 順一 

執行役員 

経営管理本部 副本部長  

兼 経営管理部長 

執行役員 

経営管理本部 副本部長  

兼 理財統括部長  

兼 人事総務部長  

兼 購買グループ長 

井上 善宏 
執行役員 

営業本部 首都圏統括部長 

執行役員 

営業本部 営業推進部長 

天野 悟 
執行役員 

営業本部 ミロク会計人会事務局長 

執行役員 

営業本部 パートナー事業部長 

岩田 悟 
執行役員 

新規事業戦略室付 

執行役員 

製品開発・サポート本部  

第二製品開発部長 

鈴木 和人 
執行役員 

営業本部 九州沖縄圏統括部長 

執行役員 

営業本部 九州沖縄圏統括部長  

兼 沖縄支社長 

渡辺 成彦 

執行役員 

営業本部 営業管理室統括部門長  

兼 営業推進部 副統括部門長 

執行役員 

営業本部 中国四国圏統括部長 

森田 裕和 
執行役員 

製品開発・サポート本部付 

執行役員 

製品開発・サポート本部 副本部長 

兼 第一製品開発部長  

兼 公共セクターグループ長 

松本 美香 

執行役員（新任） 

経営管理本部 業務管理部長  

兼 BPR推進室統括部門長 

営業本部 営業管理室統括部門長 

井上 修 
執行役員（新任） 

社長室 関係会社管理グループ長 
経営管理本部付 

小林 正明 
執行役員（新任） 

新規事業戦略室統括部門長 
－ 

 

 

 

 



３．人事異動（2020年 4月 1日付） 

 

＜営業本部＞ 

営業本部 営業推進部 サポート・保守企画グループ長   部長 藤沢 誠之 

営業本部 営業推進部 製品企画グループ長    部長 中田 千夏 

営業本部 営業推進部 販促企画グループ長    部長 橋本 智範 

営業本部 営業推進部 フィナンシャルサービスグループ長   部長 和田 淳市 

営業本部 営業推進部 公共セクターソリューショングループ長  部長 古谷 卓 

営業本部 営業推進部 パートナーグループ長    部長 竹内 洋二 

営業本部 北東圏統括部 副統括部長     部長 清水 友裕 

営業本部 首都圏統括部 副統括部長     部長 齊藤 公 

営業本部 首都圏統括部 副統括部長 兼 ソリューション第二支社長  部長 坂本 匠 

営業本部 首都圏統括部 東京第一支社長    部長 宮﨑 秀樹 

営業本部 首都圏統括部 東京第二支社長    部長 松下 武司 

営業本部 首都圏統括部 横浜支社長     部長 常田 義文 

営業本部 中部北陸圏統括部長 兼 ソリューション中部支社長  部長 水谷 博之 

営業本部 近畿圏統括部 ソリューション近畿支社長   部長 宮崎 健史 

営業本部 中国四国圏統括部 高松支社長 兼 松山営業所長   部長 渡辺 克之 

 

＜製品開発・サポート本部＞ 

製品開発・サポート本部 副本部長 兼 製品企画開発部長    部長 近藤 浩史 

製品開発・サポート本部 副本部長 兼 第一製品開発部長    部長 酒井 博文 

製品開発・サポート本部 製品企画開発部 先端技術基盤開発グループ長  部長 成瀬 佳人 

製品開発・サポート本部 製品企画開発部 Webフレームワーク開発グループ長  部長 上田 啓治 

製品開発・サポート本部 第一製品開発部 会計 APグループ長  部長 渡邊 哲 

製品開発・サポート本部 第一製品開発部 財務 APグループ長  部長 延澤 隆 

製品開発・サポート本部 第一製品開発部 モバイルグループ長  部長 田口 裕一 

製品開発・サポート本部 第二製品開発部長    部長 高橋 賢司 



 

＜経営管理本部＞ 

経営管理本部 情報システム部長     部長 田村 哲弥 

 

以上 


