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2021 年 11月 30日 

各  位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一 

（コード番号 4812 東証第１部） 

問 合 せ 先 経営企画室長 籾木 直人 

 （TEL. 03-6713-6160） 

 

組織機構改革および人事異動について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 1 月 1 日付け組織機構改革および人事異動、2022

年 3 月 23 日開催予定の第 47 回定時株主総会に付議する取締役の候補者、ならびに同株主総会後の

執行役員の執行業務変更について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

＜組織機構改革（2022年 1月 1 日付）＞ 

 

Ⅰ．セグメント編制 

 

 2021 年度と同様、金融ソリューション、ビジネスソリューション、製造ソリューション、コミ

ュニケーション ITの 4セグメント制とする。 

 

Ⅱ．本部・事業部編制 

 

 「経営企画本部」を新設し、以下 3本部および 6事業部の体制とする。 

· 経営企画本部 

· コーポレート本部 

· Xイノベーション本部 

· 金融ソリューション事業部 

· グループ経営ソリューション事業部 

· HCM 事業部 

· 製造ソリューション事業部 

· コミュニケーション IT事業部 

· エンタープライズ IT事業部 
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Ⅲ．直轄組織における改編 

 

 経営企画室、BS 事業推進室および配下の BS 事業管理部、デジタルビジネス推進室を廃止する。 

 事業統括推進室を「事業推進室」に改称し、配下に「事業統括部」と「ビジネス推進部」を新設

する。 

 「中部支社」、「関西支社」、「広島支社」、「豊田支社」を直轄組織とする。 

 

Ⅳ．本部・事業部における改編 

 

１． 経営企画本部 

 経営企画室から経営企画部、コーポレートコミュニケーション部を移管し、「コーポレート

トランスフォーメーション室」、「コーポレートコミュニケーション室」に改称する。 

 

２． コーポレート本部 

 「コーポレートマネジメントユニット」、「コーポレート HR ユニット」､「コーポレート IT

ユニット」を新設し、各ユニット配下に記載のとおり部署を設置および新設する。 

 

(1) コーポレートマネジメントユニット 

· 「総務部」、「経理部」、「法務部」を設置する。 

· 「ワークサポート部」および「健康管理室」を新設する。 

 

(2) コーポレート HRユニット 

· 「人事部」を設置する。 

· 「採用推進部」を新設する。 

 

(3) コーポレート ITユニット 

· 「システム推進部」、「QM推進部」、「調達推進部」を設置する。 

 

３． X イノベーション本部 

 「スマートソサエティセンター」をユニットに昇格し、配下に「ビジネス企画部」、「サステ

ナビリティソリューション部」、「行政デジタル部」を新設する。 

 Xイノベーション推進部を「SaaSビジネス部」に改称する。 

 デジタルビジネス推進室の aiuola サービス企画開発部を移管し、「エンタープライズプラ

ットフォームセンター」に改称する。 

 アドバンストテクノロジー部を「ソフトウェアデザインセンター」と「クラウドイノベー

ションセンター」に分割する。  
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４． 金融ソリューション事業部 

 事業推進ユニットを「事業企画ユニット」に改称する。 

 基幹業務ユニットを「基幹業務第 1ユニット」と「基幹業務第 2ユニット」に分割する。 

 

(1) 事業企画ニユット 

· 営業ユニットから営業企画部を移管し、「事業企画部」に改称する。 

 

(2) 営業ユニット 

· 営業 4部を廃止する。 

 

(3) 基幹業務第 1ユニット 

· 基幹業務ユニットからクライアントソリューション 1・2部を移管し、「クライアント

ソリューション 1部」として統合する。 

· 基幹業務ユニットからプロダクトソリューション 2部を移管し、「クライアントソリュ

ーション 2部」に改称する。 

· 「経営管理ソリューション部」を新設する。 

 

(4) 基幹業務第 2ユニット 

· 基幹業務ユニットから「プロダクトソリューション 1部」を移管する。 

· 基幹業務ユニットからプロダクトソリューション 3部を移管し、「プロダクトソリュー

ション 2部」に改称する。 

 

(5) 市場系ソリューションユニット 

· 市場系イノベーション部を廃止する。 

 

(6) DX ビジネスユニット 

· デジタル事業開発部を「DX事業開発部」と「デジタルバンキングビジネス部」に分割

する。 

· デジタルイノベーション部を「デジタルイノベーション 1・2部」に分割する。 

· 基幹業務ユニットからビジネスイノベーション部を移管し、「デジタルイノベーション

3部」に改称する。 

· デジタルエンゲージメント部は廃止する。 
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５． グループ経営ソリューション事業部 

 グループ経営コンサルティングユニットを「グループ経営コンサルティング第 1・2ユニッ

ト」に分割する。 

 

(1) グループ経営ソリューション営業ユニット 

· 「GMS事業管理部」を新設する。 

 

(2) グループ経営コンサルティング第 1ユニット 

· グループ経営コンサルティングユニットのグループ経営コンサルティング 1･2 部を移

管し、「連結会計コンサルティング 1･2部」に改称する。 

· グループ経営コンサルティングユニットのグループ経営コンサルティング 3部を移管

し、「STRAVIS製品開発部」に改称する。 

· 「ビジネスプロセスコンサルティング部」を新設する。 

 

(3) グループ経営コンサルティング第 2ユニット 

· グループ経営コンサルティングユニットのグループ経営コンサルティング 4部を移管

し、「一般会計コンサルティング部」と「経営管理コンサルティング部」に分割する。 

· グループ経営コンサルティングユニットのグループ経営コンサルティング 5部を移管

し、「インフラテクノロジー部」に改称する。 

 

６． HCM事業部 

(1) 営業ユニット 

· 「HCM営業 3部」を新設する。 

 

(2) 技術第 1ユニット 

· 「HCMコンサルティング 3部」を廃止する。 

 

(3) 技術第 2ユニット 

· 「HCMコンサルティング 3部」を新設する。 

 

７． 製造ソリューション事業部 

【製造営業統括本部】 

 「オートモーティブ第 3ユニット」を新設する。 

 

(1) ソリューション企画推進ユニット 

· 営業開発部およびオートモーティブ戦略企画部を廃止する。 

 

(2) 製造営業第 1ユニット 

· 製造営業第 3ユニットから「製造中部営業部」を移管する。 
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(3) 製造営業第 2ユニット 

· 製造東日本営業部を廃止する。 

· 製造営業第 1ユニットから「インダストリー営業 2・3部」を移管する。 

 

(4) 製造営業第 3ユニット 

· 広島支社から「広島営業部」を移管する。 

 

(5) オートモーティブ第 3 ユニット 

· 豊田支社から「豊田営業部」を移管する。 

 

【製造技術統括本部】 

 東日本技術ユニット、戦略技術第 1～3ユニット、先端技術推進ユニット、中部技術ユニッ

ト、西日本技術ユニット、ビジネス推進室を「PLM第 1～3ユニット」､「スマートファクト

リーユニット」、「エンジニアリング第 1・2ユニット」、「製造 DXユニット」に再編する。 

 戦略技術第 1ユニットから IT戦略技術部を移管し、「ITコンサルティング部」に改称する。 

 戦略技術第１ユニットの DER 技術 2 部および先端技術推進ユニットの先端技術推進 3 部を

廃止する。 

 

(1) PLM第 1ユニット 

· 東日本技術ユニットの「技術 1～4部」を移管する。 

 

(2) PLM第 2ユニット 

· 「技術 5部」を新設する。 

 

(3) PLM第 3ユニット 

· 西日本技術ユニットの製造関西技術部を移管し、「製造関西技術 1･2 部」に分割する。 

· 西日本技術ユニットの「広島技術部」を移管する。 

 

(4) スマートファクトリーユニット 

· 戦略技術第 1ユニットから DER技術 1部を移管し、「スマートファクトリー技術部」に

改称する。 

 

(5) エンジニアリング第 1 ユニット 

· 戦略技術第 2ユニットから「構想設計ソリューション技術部」を移管する。 

· 製造ソリューション事業部の製造事業企画ユニットから戦略ビジネス開発部を移管

し、「エンジニアリング技術開発部」に改称する。 
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(6) エンジニアリング第 2 ユニット 

· 戦略技術第 3ユニットから CAE技術 1･2部を移管し、「東日本 CAE技術部」､「西日本

CAE 技術部」､「先進 CAE技術部」に再編する。 

· 「機能エンジニアリング部」を新設する。 

 

(7) 製造 DX ユニット 

· 先端技術推進ユニットから先端技術推進 1・2部を移管し、「製造 DX開発 1・2部」に

改称する。 

· 中部技術ユニットの豊田技術 1・2部および製造中部技術部を移管し、「中部豊田技術

部」として統合する。 

 

８． コミュニケーション IT事業部 

 CIT 営業ユニットを「SI営業ユニット」と「ソリューション営業ユニット」に分割する。 

 CIT 営業ユニットのビジネス推進部を廃止する。 

 

(1) SI 営業ユニット 

· CIT営業ユニットから「SI営業部」を移管する。 

· 「基幹営業部」を新設する。 

 

(2) ソリューション営業ユニット 

· 「ソリューション営業部」および「CIT事業企画部」を新設する。 

 

(3) 戦略ビジネスユニット 

· 「デジタルマーケティング部」を新設する。 

 

９． エンタープライズ IT事業部 

 

(1) 営業ユニット 

· 事業企画部を「マーケティング企画部」に改称する。 

· 営業 3部を廃止する。 

· 「EIT関西営業部」を新設する。 
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＜執行役員の異動（2022年 1月 1日付）＞ 

当社執行役員は、2021 年 12 月 31 日をもって任期満了となるため、2022 年 1 月 1 日付けで以下 

18名を執行役員として選任する。任期は 2022年 1月 1日から 12月 31日までとする。 

 

氏名 新職 現職 

名和 亮一 

社長執行役員 （再任） 

最高経営責任者 兼最高執行責任者 （再任） 

 

同左 

豊田 操 

副社長執行役員 （再任） 

事業統括 

 

副社長執行役員  

事業統括 

事業統括推進室担当 

小林 明 

専務執行役員 （再任） 

社長補佐 

コーポレート統括 

経営企画本部、コーポレート本部担当 

専務執行役員  

コーポレート統括 

経営企画室、コーポレート本部担当 

 

大金 慎一 

専務執行役員 （再任） 

事業統括補佐 

経営企画本部担当補佐 

Xイノベーション本部担当 

専務執行役員  

コミュニケーション ITセグメント長 

兼ビジネスソリューションセグメント長 

Xイノベーション本部担当 

岩本 浩久 

常務執行役員 （再任） 

製造ソリューションセグメント、 

コミュニケーション ITセグメント担当 

常務執行役員  

製造ソリューションセグメント長 

兼製造ソリューション事業部長 

平島 剛 

常務執行役員 （再任） 

金融ソリューションセグメント、 

ビジネスソリューションセグメント担当 

常務執行役員  

金融ソリューションセグメント長 

兼金融ソリューション事業部長 

小倉 公 

常務執行役員 （昇任） 

事業推進室担当、 

コミュニケーション IT セグメント担当補佐 

上席執行役員  

事業統括補佐 

兼コミュニケーション IT セグメント長補佐 

山坂 勝己 

上席執行役員 （再任） 

コミュニケーション IT事業部長 

 

上席執行役員  

コミュニケーション ITセグメント長補佐

兼コミュニケーション IT事業部長 

橋田 裕之 

上席執行役員 （再任） 

HCM事業部長 

 

上席執行役員  

ビジネスソリューションセグメント長補佐

兼 HCM 事業部長 

山口 昌浩 

上席執行役員 （再任） 

コーポレート本部長 

（株式会社 ISID アシスト代表取締役社長） 

同左 

林 晃司 

上席執行役員 （昇任） 

グループ経営ソリューション事業部長 

 

執行役員  

グループ経営ソリューション事業部長 

兼グループ経営コンサルティングユニット長 
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氏名 新職 現職 

海野 慎一 

執行役員 （再任） 

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼製造営業統括本部長 

 

 

 

執行役員  

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼製造営業統括本部長 

兼ソリューション企画ユニット長 

兼製造営業第 1ユニット長 

兼製造営業第 3ユニット長 

幸坂 知樹 

執行役員 （再任） 

Xイノベーション本部長 

 

同左 

佐藤 秀樹 

執行役員 （再任） 

金融ソリューション事業部長 

 

 

執行役員  

金融ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼事業推進ユニット長 

兼事業推進部長 

中村 優一 

執行役員 （再任） 

エンタープライズ IT事業部長 

 

執行役員  

エンタープライズ IT事業部長 

兼 EIT 事業管理部長 

寺田 徹央 

執行役員 （再任） 

コミュニケーション IT 事業部 事業部長補佐 

 

同左 

酒井 次郎 

執行役員 （新任） 

経営企画本部長 

 

フェロー 

コーポレート統括補佐 

 

妹尾 真 

執行役員 （新任） 

製造ソリューション事業部長 

（株式会社アイティアイディ代表取締役社長） 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 本部長補佐 

（株式会社アイティアイディ代表取締役社長） 

（注）統括業務の役割は以下のとおり。 

 

＜退任執行役員＞ 

上席執行役員 菅沼 重行および執行役員 武田 正利の 2名は、本年を以て執行役員を退任する。 

 

＜フェローの選任（2022年 1月 1日付）＞ 

以下 1名をフェローとして選任する。 

氏名 新職 現職 

武田 正利 

フェロー （新任） 

Xイノベーション本部 本部長補佐 

兼製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 2ユニット 

機能エンジニアリング部長 

執行役員 

（株式会社 ISID エンジニアリング代表取

締役社長） 

 

 

 

①事業統括 当社およびグループにおける事業活動全般に関する事項を統括する。 

②コーポレート統括 当社およびグループにおけるコーポレート部門に関する事項を統括する。 
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＜管理職人事（2022年 1月 1日付）＞ 

１．経営企画本部 

氏名 新職 現職 

籾木 直人 
経営企画本部 本部長補佐 

兼コーポレートコミュニケーション室長 

経営企画室長 

兼コーポレートコミュニケーション部長 

一丸 丈巌 

経営企画本部 本部長補佐 

兼コーポレートトランスフォーメーション室長 

兼 Xイノベーション本部 本部長補佐 

Xイノベーション本部 本部長補佐 

 

 

 

２．コーポレート本部 

氏名 新職 現職 

佐藤 数明 

コーポレート本部 本部長補佐 

兼コーポレート HRユニット長 

 

コーポレート本部 本部長補佐 

兼コーポレート本部 

経理部長 

荒木 真一郎 

コーポレート本部 

コーポレートマネジメントユニット長 

兼ワークサポート部長 

兼健康管理室長 

コーポレート本部 本部長補佐 

兼コーポレート本部 

総務部長 

 

松本 孝則 
コーポレート本部 

コーポレート ITユニット長 

コーポレート本部 本部長補佐 

 

山中 昌子 

コーポレート本部 

コーポレートマネジメントユニット 

総務部長 

－ 

大久保 裕之 

コーポレート本部 

コーポレートマネジメントユニット 

経理部長 

－ 

中原 康宏 

コーポレート本部 

コーポレートマネジメントユニット 

法務部長 

コーポレート本部 

法務部長 

 

木村 憲司 

コーポレート本部 

コーポレート HRユニット 

採用推進部長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 4部長 

冨岡 広 

コーポレート本部 

コーポレート HRユニット 

人事部長 

コーポレート本部 

人事部長 

 

宮井 猛士 

コーポレート本部 

コーポレート ITユニット 

システム推進部長 

コーポレート本部 

システム推進部長 

 

河村 智行 

コーポレート本部 

コーポレート ITユニット 

QM推進部長 

コーポレート本部 

QM推進部長 

 

平井 倫史 
コーポレート本部 
コーポレート IT ユニット 

調達推進部長 

コーポレート本部 

調達推進部長 
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３．Xイノベーション本部 

氏名 新職 現職 

馬場 宏和 

Xイノベーション本部 

スマートソサエティセンター長 

兼ビジネス企画部長 

 

 

Xイノベーション本部 

スマートソサエティセンター部長 

兼コミュニケーション IT事業部 

CIT 営業ユニット 

ビジネス推進部長 

坂井 邦治 

Xイノベーション本部 

オープンイノベーションラボ所長 

 

 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

オートモーティブ戦略企画部長 

荻野 博裕樹 
Xイノベーション本部 

SaaSビジネス部長 

Xイノベーション本部 

Xイノベーション推進部長 

藤川 健二 
Xイノベーション本部 

エンタープライズプラットフォームセンター部長 

デジタルビジネス推進室 

aiuola サービス企画開発部長 

深谷 勇次 
Xイノベーション本部 

AIトランスフォーメーションセンター部長 
－ 

中村 年宏 
Xイノベーション本部 

ソフトウェアデザインセンター部長 

Xイノベーション本部 

アドバンストテクノロジー部長 

小倉 俊彦 
Xイノベーション本部 

クラウドイノベーションセンター部長 
－ 

森田 浩史 

Xイノベーション本部 

スマートソサエティセンター 

サステナビリティソリューション部長 

Xイノベーション本部 

オープンイノベーションラボ所長 

 

海津 泰夫 

Xイノベーション本部 

スマートソサエティセンター 

行政デジタル部長 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 2部長 

 

４．事業推進室 

氏名 新職 現職 

菅沼 重行 
事業推進室長 

 

事業統括推進室長 

 

石川 智靖 
事業推進室 

事業統括部長 
－ 

村井 安浩 
事業推進室 

ビジネス推進部長 

金融ソリューション事業部 事業部長補佐 
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５．金融ソリューション事業部  

氏名 新職 現職 

小原 武史 
金融ソリューション事業部 事業部長補佐 

 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット長 

安廣 征太 
金融ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼営業ユニット長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット長 

石沢 健人 

金融ソリューション事業部 

事業企画ユニット長 

兼 COE推進室長 

金融ソリューション事業部 

事業推進ユニット 

COE 推進室長 

遠田 将弘 

金融ソリューション事業部 

基幹業務第 1ユニット長 

兼経営管理ソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット長 

 

小田 敬仁 

金融ソリューション事業部 

基幹業務第 2ユニット長 

兼プロダクトソリューション 1部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット 

プロダクトソリューション 1部長 

綾部 豊 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット長 

 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系イノベーション部長 

田中 祐輔 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット長 

 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット長 

兼市場系ソリューション 2部長 

平林 昌樹 

金融ソリューション事業部 

事業企画ユニット 

事業推進部長 

－ 

齋木 健次 

金融ソリューション事業部 

事業企画ユニット 

事業企画部長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業企画部長 

林 健太郎 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 2部長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 3部長 

廣瀬 浩司 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 3部長 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 2部長 

木下 哲一 

金融ソリューション事業部 

基幹業務第 1ユニット 

クライアントソリューション 1部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット 

クライアントソリューション 1部長 

高村 浩史 

金融ソリューション事業部 

基幹業務第 1ユニット 

クライアントソリューション 2部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット 

プロダクトソリューション 2部長 

新道 公 

金融ソリューション事業部 

基幹業務第 2ユニット 

プロダクトソリューション 2部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット 

プロダクトソリューション 3部長 
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氏名 新職 現職 

高村 一範 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 1部長 

－ 

真鍋 元晴 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 2部長 

－ 

土方 修司 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット 

DX事業開発部長 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

デジタル事業開発部長 

和田 祐一 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット 

デジタルバンキングビジネス部長 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 1部長 

片岡 健也 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット 

デジタルイノベーション 1部長 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

デジタルイノベーション部長 

遠藤 剛 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット 

デジタルイノベーション 2部長 

－ 

堀江 美穂 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット 

デジタルイノベーション 3部長 

金融ソリューション事業部 

基幹業務ユニット 

ビジネスイノベーション部長 

 

６．グループ経営ソリューション事業部  

氏名 新職 現職 

荻原 主税 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング 

第 1ユニット長 

兼連結会計コンサルティング 1部長 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 1部長 

 

岡田 裕行 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング 

第 2ユニット長 

兼一般会計コンサルティング部長 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 4部長 

 

藤本 圭造 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営ソリューション営業ユニット 

BS関西営業部長 

兼関西支社 副支社長 

 

 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営ソリューション営業ユニット 

BS 関西営業部長 

兼製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部  

関西支社 副支社長 

寺嶋 淳 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング第 1ユニット 

連結会計コンサルティング 2部長 

－ 
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氏名 新職 現職 

鈴木 友二 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング第 1ユニット 

ビジネスプロセスコンサルティング部長 

－ 

北島 秀樹 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング第 1ユニット 

STRAVIS製品開発部長 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 3部長 

山下 達也 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング第 2ユニット 

経営管理コンサルティング部長 

－ 

片桐 邦彦 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティング第 2ユニット 

インフラテクノロジー部長 

グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営コンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 5部長 

 

７．HCM事業部 

氏名 新職 現職 

佐山 日出人 
HCM事業部 事業部長補佐 

兼技術第 1ユニット長 

HCM 事業部 事業部長補佐 

 

橋本 宣英 

HCM事業部 

営業ユニット長 

兼 HCM営業 2部長 

HCM 事業部 

営業ユニット長 

 

斎藤 達也 

HCM事業部 

技術第 2ユニット長 

兼 HCMコンサルティング 3部長 

HCM 事業部 

技術第 1ユニット長 

兼 HCM コンサルティング 1部長 

佐藤 博之 

HCM事業部 

営業ユニット  

HCM営業 3部長 

兼市場開発部長 

HCM 事業部 

営業ユニット  

HCM 営業 2部長 

兼市場開発部長 

横山 隆 

HCM事業部 

技術第 1ユニット 

HCMコンサルティング 1部長 

HCM 事業部 

技術第 1ユニット 

HCM コンサルティング 2部長 

山口 純一 

HCM事業部 

技術第 1ユニット 

HCMコンサルティング 2部長 

HCM 事業部 

技術第 1ユニット 

HCM コンサルティング 3部長 

赤木 浩一 

HCM事業部 

技術第 2ユニット 

HCMコンサルティング 4部長 

HCM 事業部 

技術第 2ユニット 

HCM コンサルティング 5部長 

相澤 祐司 

HCM事業部 

技術第 2ユニット 

HCMコンサルティング 5部長 

HCM 事業部 

技術第 2ユニット長 

兼 HCM コンサルティング 4部長 
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８．製造ソリューション事業部 

 【製造ソリューション事業部直轄】 

氏名 新職 現職 

川口 宏 

製造ソリューション事業部 

製造事業企画ユニット長 

 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 2ユニット長 

刑部 良 

製造ソリューション事業部 

製造事業企画ユニット 

製造事業管理部長 

－ 

 

 【製造営業統括本部】 

氏名 新職 現職 

松尾 博基 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット長 

 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

製造営業企画部長 

中根 弘彰 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 1ユニット長 

兼製造中部営業部長 

兼中部支社長 

 

 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

中部支社長 

兼製造営業第 1ユニット 

インダストリー営業 1部長 

兼製造営業第 3ユニット 

製造中部営業部長 

津田 肇 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 2ユニット長 

兼インダストリー営業 3部長 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 1ユニット 

インダストリー営業 3部長 

細越 隆史 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 3ユニット長 

兼広島営業部長 

兼広島支社長 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

広島支社長 

兼広島営業部長 

 

武田 孝道 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

オートモーティブ第 2ユニット長 

兼オートモーティブ営業 2部長 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

オートモーティブ第 2ユニット 

オートモーティブ営業 2部長 

服部 浩明 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

オートモーティブ第 3ユニット長 

兼豊田営業部長 

兼豊田支社長 

 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

本部長補佐 

兼オートモーティブ第 2ユニット長 

兼豊田支社長 

兼豊田営業部長 
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氏名 新職 現職 

金上 裕輔 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

製造営業企画部長 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

営業開発部長 

伊東 良太 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

製造営業推進部長 

 

 

製造ソリューション事業部 

製造事業企画ユニット 

製造事業管理部長 

兼製造営業統括本部 

ソリューション企画推進ユニット 

製造営業推進部長 

田邉 正志 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第１ユニット 

インダストリー営業１部長 

－ 

伊藤 敦史 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 2ユニット 

インダストリー営業 2部長 

製造ソリューション事業部 

製造営業統括本部 

製造営業第 1ユニット 

インダストリー営業 2部長 

小野 智生 

製造ソリューション事業部  

製造営業統括本部 

製造営業第 3ユニット 

製造関西営業部長 

兼関西支社長 

製造ソリューション事業部  

製造営業統括本部 

関西支社長 

兼製造営業第 3ユニット 

製造関西営業部長 

 

 【製造技術統括本部】 

氏名 新職 現職 

田中 創 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部長 

 

 

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼製造技術統括本部長 

兼先端技術推進ユニット長 

兼中部技術ユニット長 

馬場 健一郎 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 1ユニット長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

東日本技術ユニット長 

堤 洋人 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 2ユニット長 

兼技術 5部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 1ユニット長 

千葉 真 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 3ユニット長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

西日本技術ユニット長 
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氏名 新職 現職 

青木 勝一 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

スマートファクトリーユニット長 

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 

兼製造事業企画ユニット長 

大里 崇 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 1ユニット長 

製造ソリューション事業部 

製造事業企画ユニット 

戦略ビジネス開発部長 

小林 正己 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 2ユニット長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

ビジネス推進室長 

高田 亮太 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

製造 DXユニット長 

 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

先端技術推進ユニット 

先端技術推進 2部長 

尾下 充利 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

ITコンサルティング部長 

 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 1ユニット 

IT戦略技術部長 

二井 貴夫 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 1ユニット 

技術 1部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

東日本技術ユニット 

技術 1部長 

尾林 啓太 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 1ユニット 

技術 2部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

東日本技術ユニット 

技術 2部長 

宮川 茂 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 1ユニット 

技術 3部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

東日本技術ユニット 

技術 3部長 

田渕 靖人 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 1ユニット 

技術 4部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

東日本技術ユニット 

技術 4部長 

村上 勝己 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 3ユニット 

製造関西技術 1部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

西日本技術ユニット 

製造関西技術部長 

岩野 歳之 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 3ユニット 

製造関西技術 2部長 

－ 
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氏名 新職 現職 

小平 敦史 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

PLM第 3ユニット 

広島技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

西日本技術ユニット 

広島技術部長 

深堀 竜也 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

スマートファクトリーユニット 

スマートファクトリー技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 1ユニット 

DER 技術 1部長 

岡田 悠作 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 1ユニット 

構想設計ソリューション技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 2ユニット 

構想設計ソリューション技術部長 

松田 有記 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 1ユニット 

エンジニアリング技術開発部長 

－ 

錦織 知彦 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 2ユニット 

東日本 CAE技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 3ユニット 

CAE 技術 1部長 

葉山 佳彦 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 2ユニット 

西日本 CAE技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

中部技術ユニット 

製造中部技術部長 

友安 大輔 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

エンジニアリング第 2ユニット 

先進 CAE技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

戦略技術第 3ユニット 

CAE 技術 2部長 

阿野 基貴 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

製造 DXユニット 

製造 DX開発 1部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

先端技術推進ユニット 

先端技術推進 1部長 

吉田 篤 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

製造 DXユニット 

製造 DX開発 2部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

中部技術ユニット 

豊田技術 2部長 

小沢 元 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

製造 DXユニット 

中部豊田技術部長 

製造ソリューション事業部 

製造技術統括本部 

中部技術ユニット 

豊田技術 1部長 
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９．コミュニケーション IT事業部 

氏名 新職 現職 

東崎 厚広 

コミュニケーション IT事業部 事業部長補佐 

兼 SI営業ユニット長 

兼 SI営業部長 

コミュニケーション IT事業部 事業部長補佐 

兼 CIT 営業ユニット長 

兼 SI営業部長 

三浦 光一郎 
コミュニケーション IT事業部 事業部長補佐 

 

－ 

 

飯島 義崇 

コミュニケーション IT事業部 

ソリューション営業ユニット長 

兼ソリューション営業部長 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット長 

兼 EIT 中部営業部長 

柳井 直人 
コミュニケーション IT事業部 

CIT事業管理部長 

コミュニケーション IT事業部 事業部長補佐 

兼 CIT 事業管理部長 

松田 延 

コミュニケーション IT事業部 

ソリューション営業ユニット 

CIT事業企画部長 

－ 

鳥谷部 幸 

コミュニケーション IT事業部 

基幹ビジネスユニット 

データソリューション開発部長 

－ 

宗宮 大輔 

コミュニケーション IT事業部 

戦略ビジネスユニット 

デジタルマーケティング部長 

－ 

 

10．エンタープライズ IT事業部 

氏名 新職 現職 

鵜飼 由人 
エンタープライズ IT 事業部 事業部長補佐 

 

BS事業推進室長 

 

中田 規子 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット長 
兼 EIT中部営業部長 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット 

営業 1部長 

布施 英理子 

エンタープライズ IT事業部 

EIT事業管理部長 

兼グループ経営ソリューション事業部 

グループ経営ソリューション営業ユニット 

GMS事業管理部長 

BS事業推進室 

BS事業管理部長 

 

 

 

稲葉 正人 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット 

マーケティング企画部長 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット 

事業企画部長 

野見山 聡太郎 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット 

営業 1部長 

エンタープライズ IT事業部 

営業ユニット 

営業 3部長 
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＜取締役の異動（2022年 3月 23 日付）＞ 

当社取締役は、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結の時をもって任期満了とな

るため、以下 6 名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。なお、取締役の異動については、

第 47 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定。 

 

(1) 取締役候補者 

氏名 新職（2022年 3月 23日付） 現職 

名和 亮一 代表取締役社長 （再任） 同左 

小林 明 取締役 （再任） 同左 

一條 和生 

社外取締役（独立役員） （再任） 

(一橋大学大学院 経営管理研究科  

国際企業戦略専攻 専攻長 教授) 

同左 

村山 由香里 

社外取締役（独立役員） （再任） 

(弁護士 アンダーソン・毛利・ 

友常法律事務所パートナー) 

同左 

髙岡 美緒 

社外取締役（独立役員） （新任） 

(DNX Ventures Partner、 

株式会社セプテーニ・ホールディングス 

社外取締役、 

株式会社カヤック 社外取締役) 

－ 

佐野 傑 

取締役（非常勤） （新任） 

(株式会社電通 執行役員、 

電通ジャパンネットワーク 執行役員) 
－ 

 

(2) 退任予定取締役 

氏名 現職 

豊田 操 取締役 副社長執行役員 

山口 修治 取締役（非常勤）    

(注) 豊田 操は、2022年 3月 23日付で取締役 副社長執行役員を退任し、顧問に就任予定。 

 

＜執行役員の執行業務変更（2022年 3月 23日付）＞ 

第 47 回定時株主総会終結後の執行役員の執行業務について、以下のとおり変更する。 

氏名 2022年 3月 23日付 2022 年 1月 1日付 

大金 慎一 

専務執行役員  

事業統括 

経営企画本部担当補佐 

Xイノベーション本部担当 

専務執行役員  

事業統括補佐 

経営企画本部担当補佐 

Xイノベーション本部担当 

 

   以 上 


