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 2021年９月 22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、人事異動および子会社代表取締役の交代のお知らせ 

 

 

 当社は、2021年９月 22日開催の取締役会において、下記の通り、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。また、子会社の代表取締役の交代につきまし

ても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（2021年 10月１日付） 

部門の再編 

・事業部の統合 

デジタルソリューション事業部とビジネスソリューション事業部を統合し、基幹システムのデータ

活用や企画から開発、保守までフルライフサイクルでお客様のＤＸ化を推進いたします。 

・事業部の新設 

西日本ソリューション事業部を新設し、大阪事業所と名古屋事業所を統括することで、各事業所の

得意分野の育成とともに、案件協業やリソース共有などのシナジー効果も高め、事業拡大を推進い

たします。 

新組織名 旧組織名 

デジタルソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

デジタルソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 

ビジネスソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 

デジタルソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部 

ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部 

西日本ソリューション事業部 新設 
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２． 人事異動（2021年 10月１日付） 

執行役員・本部長・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) 

山下 晶夫 

(ﾔﾏｼﾀ ｱｷｵ) 

上席執行役員 

新規事業開発推進本部長 

兼 プラットフォームソリューション推進

本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

代表取締役社長 

兼 ＩＴ基盤ソリューション事業部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

代表取締役社長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

代表取締役社長 

上席執行役員 

デジタルソリューション事業部長 

兼 新規事業開発推進本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

代表取締役社長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

代表取締役社長 

山下 欣也 

(ﾔﾏｼﾀ ｷﾝﾔ) 

執行役員 

デジタルソリューション事業部長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

取締役 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部長 

兼 インダストリーサービス本部長 

兼 インダストリーサービス本部 

製造・流通サービス部長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

取締役 

川地 康彦 

(ｶﾜﾁ ﾔｽﾋｺ) 

執行役員 

西日本ソリューション事業部長 

兼 名古屋事業所長 

執行役員 

名古屋事業所長 

佐野 恭一 

(ｻﾉ ｷｮｳｲﾁ) 

執行役員 

デジタルソリューション事業部 

インダストリーサービス本部長 

兼 インダストリーサービス本部 

通信・メディアサービス部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

取締役 

マーケティング本部長 

執行役員 

プラットフォームソリューション推進本部

長 

兼 プラットフォームソリューション推進

本部 

オープンソースソフトウェア事業推進

部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション

本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

取締役 

マーケティング本部長 

篠原 昭一 

(ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ) 

ビジネスパートナ推進本部長 

兼 ビジネスパートナ推進部長 
ビジネスパートナ推進本部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

南部 洋介 

(ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ) 

デジタルソリューション事業部 

ＥＲＰ本部長 

兼 ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部長 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部長 

兼 ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

デジタルソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部長 

ビジネスソリューション事業部 

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 

白木 桂子 

(ｼﾗｷ ｹｲｺ) 

西日本ソリューション事業部 

大阪事業所長 
大阪事業所長 

小松崎 貴裕 

(ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ) 

クラウドソリューション事業部 

クラウドサービスインテグレーション本部 

ディレクター 

品質監理本部 ディレクター 

田村 嘉史 

(ﾀﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第二部長 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第二部 

第３グループ長 

墨野倉 勇 

(ｽﾐﾉｸﾗ ｲｻﾑ) 

デジタルソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＨＲテック部長 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＨＲテック部長 

鷲巣 誠 

(ﾜｼﾉｽ ﾏｺﾄ) 

デジタルソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 

製造・流通サービス部長 

ビジネスソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 

通信・メディアサービス部長 

松野 太志 

(ﾏﾂﾉ ﾌﾄｼ) 

デジタルソリューション事業部 

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長 

ビジネスソリューション事業部 

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 担当部長 

外山 昭彦 

(ﾄﾔﾏ ｱｷﾋｺ) 

デジタルソリューション事業部 

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二部長 

ビジネスソリューション事業部 

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二部長 

長谷川 智秀 

(ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ) 

デジタルソリューション事業部 

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三部長 

ビジネスソリューション事業部 

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三部長 

石塚 享子 

(ｲｼﾂﾞｶ ｷｮｳｺ) 

経営統括 

人事本部 

人財開発部長 

経営統括 

人事本部 

人財開発部 マネージャー 

二瓶 正直 

(ﾆﾍｲ ﾏｻﾅｵ) 

デジタルソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

 

 



4 

 

 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

神崎 峰雄 

(ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾈｵ) 

デジタルソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

柘植 邦彦 

(ﾂｹﾞ ｸﾆﾋｺ) 

西日本ソリューション事業部 

名古屋事業所 技術部長 
名古屋事業所 技術部長 

 

＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１． 代表取締役交代（2021年 10月１日付） 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

山下 晶夫 

(ﾔﾏｼﾀ ｱｷｵ) 

コムチュア（株） 上席執行役員 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

代表取締役社長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

代表取締役社長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

代表取締役社長 

コムチュア（株） 上席執行役員 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

代表取締役社長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

代表取締役社長 

なお、現在代表取締役社長の澤田 千尋は 2021年 10月１日付で代表取締役を辞任予定です。 

 

２． 組織変更（2021年 10月１日付） 

部門の再編 

・本部の統合 

ハイブリッドクラウドソリューション本部とインフラソリューション本部を統合し、多様化するお

客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応し、オンプレからマルチクラウド化まで幅広く推進いたします。 

新組織名 旧組織名 

インフラソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部 

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 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ネットワークソリューション部 

 

３． 人事異動（2021年 10月１日付） 

（１）役員人事 

(新役位) （氏名） (現役位) 

取締役 
澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 
代表取締役社長 

退任 
亀井 貴裕 

(ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ) 
取締役 
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（２）人事異動 

本部長・ディレクター・部長・技術部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

山本 啓司 

(ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部長 

兼 コムチュア（株） 

プラットフォームソリューション推進

本部 

オープンソースソフトウェア事業推進

部長 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部長 

金子 英一 

(ｶﾈｺ ｴｲｲﾁ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部 

ディレクター 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ディレクター 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

マーケティング本部 

クラウド営業部長 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

マーケティング本部 

クラウド営業部長 

荒垣 誠 

(ｱﾗｶﾞｷ ﾏｺﾄ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

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 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 

石井 悟 

(ｲｼｲ ｻﾄﾙ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

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 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部 技術部長 

 

以上 
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プロセスセンター

総務本部 総務部

情報システム本部 情報システム部

経営統括 働き方改革推進室

人事労務部

法務部

経営企画本部 経営企画部

秘書室

経理本部 財務会計部

営業会計本部 管理会計部

営業管理部

人事本部 人財開発部

業務改革推進室

デジタルソリューション事業部

大阪事業所

名古屋事業所

デジタルラーニング本部 教育ビジネス部

HRテック部

インダストリーサービス本部 通信・メディアサービス部

製造・流通サービス部

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

フィナンシャルサービス第三部

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

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

クラウドサービスインテグレーション第二部

ＤＰＡ本部 ＤＰＡ第一部

ＤＰＡ第二部

ＤＰＡ第三部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

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

データサイエンス・ＡＩ第二部

データマネジメント部

西日本ソリューション事業部

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 品質監理部

新規事業開発推進本部

監査室

品質監理本部

クラウドソリューション事業部

ＥＲＰ本部 ＥＲＰ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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総務部

社長 ラーニングソリューション部

ビジネスパートナー部

エデュケーションサービス部

社長

システムマネジメント本部 システムマネジメント第一部

システムマネジメント第二部

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

エディフィストラーニング株式会社

取締役会

テクノロジーサービス第二部

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

テクノロジーサービス第一部

ＩＴマネジメントサービス事業部

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

ハイブリッドＩＴサービス第一部

ハイブリッドＩＴサービス第二部

コムチュアネットワーク株式会社

取締役会

社長

ＡＷＳクラウドソリューション本部 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

ＩＴ基盤ソリューション事業部

ハイブリッドソリューション部

ネットワークソリューション部


