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 2020年９月 29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 

 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、2020年９月 29日開催の取締役会において、下記の通り、2020 年 10月１日付けの当社ならびに子

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 

 

＜コムチュア株式会社＞ 

１． 組織変更（2020年 10月１日付） 

部門の再編 

・品質監理本部をテクノロジー統括本部配下に移管し、品質監理体制および運用を強化いたします。 

・人事本部を人財開発部と人事労務部に再編成いたします。人財開発部は、「当社が求める人物」を

積極的な新卒採用で確保を図るとともに、社内の年間イベントの充実化のための活動、組織内のコ

ミュニケーション活性化施策を行い、社員のエンゲージメント向上に努めてまいります。また、提

案力・技術力を高めるため、階層別研修やビジネスニーズに沿った技術研修を実施し、人財育成と

スキル向上、技術資格取得の推進にも注力してまいります。 

人事労務部は、労務管理業務の遂行、時代に合った給与制度に対応するための改善を図ります。 

新組織名 旧組織名 

テクノロジー統括本部 

品質監理本部 品質監理部 
品質監理本部 品質監理部 

人事本部 人財開発部 人事本部 人事企画部 

人事本部 人事労務部 人事本部 人事部 

 

２． 人事異動 

（１） 役員人事 (2020年９月 30日付) 

(新役位) （氏名） (現役位) 

退任 
二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 
取締役 
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（２）人事異動（2020年 10月１日付） 

本部長・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

松本 一孝 

(ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ) 

テクノロジー統括本部 

品質監理本部長 

兼 品質監理本部 

品質監理部長 

品質監理本部長 

兼 品質監理本部 

品質監理部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

フィナンシャルサービス本部長 

兼 フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第一部長 

フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第一部長 

渡邊 茂徳 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ) 
人事本部 人財開発部長 人事本部 人事企画部長 

古高 卓 

(ｺﾀｶ ﾏｻﾙ) 
人事本部 人事労務部長 人事本部 担当部長 

 

＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１． 組織変更（2020年 10月１日付） 

部門の再編 

・ネットワークソリューション部をインフラソリューション本部配下に移管し、サーバー設計構築ビ

ジネスとネットワーク設計構築ビジネスのシナジー効果によるインフラ構築ビジネスの拡大を図

ります。 

・ＯＡプラットフォームインテグレーション部をエンドポイントサービス部に名称変更するとともに

ハイブリッド IＴサービス本部配下に移管し、ワンストップソリューションの提供による高度運用

ビジネスの拡大を図ります。 

・ユーエックスシステムズ（株）との合併統合により、テクノロジーサービス第一部、テクノロジー

サービス第二部をテクノロジーサービス本部に集約し、合併のシナジー効果によるビジネスの拡大

を図ります。 

新組織名 旧組織名 

インフラソリューション本部 

ネットワークソリューション部 

クラウドプラットフォーム本部 

ネットワークソリューション部 

ハイブリッド IＴサービス本部 

エンドポイントサービス部 

ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＯＡプラットフォームインテグレーション部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部 

ユーエックス・システムズ（株） 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第三部 

ユーエックス・システムズ（株） 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部 
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２． 人事異動（2020年 10月１日付） 

執行役員・ディレクター・部長・担当部長・技術部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

梶山 豊裕 

(ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾖﾋﾛ) 

執行役員 

ハイブリッド IＴサービス本部長 
ハイブリッド IＴサービス本部長 

小鮒 和礎 

(ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｷ) 

ハイブリッド IＴサービス本部 

ディレクター 

兼 ハイブリッドＩＴサービス本部 

  エンドポイントサービス部長 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

ディレクター 

荒垣 誠 

(ｱﾗｶﾞｷ ﾏｺﾄ) 

インフラソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 

クラウドプラットフォーム本部 

ネットワークソリューション部長 

渡邉 裕幸 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部長 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス部長 

原島 重信 

(ﾊﾗｼﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部長 

ユーエックス・システムズ（株） 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部長 

上田 耕介 

(ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第三部長 

ユーエックス・システムズ（株） 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部長 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

エンドポイントサービス部 

担当部長 

ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＯＡプラットフォームインテグレーション

部長 

石井 悟 

(ｲｼｲ ｻﾄﾙ) 

インフラソリューション本部 

テクニカルエンジニアリング部 

技術部長 

新任 

山口 和貴 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第三部 

技術部長 

新任 

 

以上 

  



4 

 

 

 

 

 

デジタルラーニング本部 教育ビジネス部

名古屋事業所

通信・メディアサービス部

フィナンシャルサービス本部 フィナンシャルサービス第一部

フィナンシャルサービス第二部

プラットフォームソリューション推進本部 クラウドプラットフォーム推進部

オープンソースソフトウェア事業推進部

大阪事業所

フィナンシャルサービス第三部

インダストリーサービス本部 製造・流通サービス部

ＢＰＭ本部 ＢＰＭ第一部

ＢＰＭ第三部

HRテック部

データサイエンス・ＡＩ第二部

品質監理本部 品質監理部

ビジネスソリューション事業部

エンタープライズサービス本部 ＥＲＰ部

クラウドサービスインテグレーション第二部

クラウドサービスインテグレーション本部 クラウドサービスインテグレーション第一部

ＢＰＭ第二部

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

デジタルイノベーション本部 データサイエンス・ＡＩ第一部

データマネジメント部

新規事業開発統括本部

監査室 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

コラボレーション本部 コラボレーション第一部

コラボレーション第二部
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コムチュアマーケティング株式会社

取締役会

社長 マーケティング本部 クラウド営業部

コムチュアデータサイエンス株式会社

取締役会

社長

インフラソリューション本部

クラウドプラットフォーム本部

テクノロジーサービス本部

テクノロジーサービス第二部

テクノロジーサービス第三部

業務改革推進室

テクニカルエンジニアリング部

ＯＳＳソリューション部

ハイブリッドＩＴサービス本部 マネージド・サービス第一部

マネージド・サービス第二部

ネットワークソリューション部

ハイブリッドＩＴサービス部

ＯＡプラットフォームサービス本部 ＯＡプラットフォームマネジメント第一部

テクノロジーサービス第一部

ＯＡプラットフォームマネジメント第二部

エンドポイントサービス部

人財開発部

総務本部 総務部

情報システム本部 情報システム部

人事本部

人事労務部

クラウド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

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

コムチュアネットワーク株式会社

取締役会

社長

営業管理部

財務会計部

営業会計本部 管理会計部

経営統括 働き方改革推進室

法務部

経営企画部

秘書室

経営企画本部

経理本部


