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日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良）は、下記の通り機構改革と人事異動

を行います。 
 

１．機構改革（2022年4月1日付） 
 
２．役員人事 

 ◆取締役人事 
 ◆執行役員人事（2022年4月1日付） 
 

３．人事異動（役員以外）（2022年4月 1日付） 
 ◆業務執行役員・参与人事 
 ◆組織長人事（ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門、 

BizDevOps部門、グループデザイン部門、支社・支店）  
     

（参考１）組織体制図（2022年4月1日付） 
（参考２）執行体制一覧（2022年4月1日付） 
（参考３）組織・組織長一覧（2022年4月1日付） 
（参考４）グループ会社一覧 

  
 

日本ユニシスグループは、新たに定めた「Purpose」のもと、「Vision2030」の実現に向けて経営方

針（2021-2023）に基づく取り組みをグループ一丸となって推進しています。 
経営方針（2021-2023）初年度である2021年度は、中長期の成長に向けたFor Customer、For Society

の取り組み事例が着実に積み上がってまいりました。新生BIPROGY元年となる2022年度はさらなる

飛躍を目指し、お客様やパートナーと共にデジタルトランスフォーメーションを推進し、社会課題の

解決の取り組みを加速させ、社会的価値創出企業となるべく変革を進めてまいります。 
 
 
１． 機構改革 【変更日 2022 年 4月 1日】 

 
■サービス型ビジネスの拡大に伴い、マネジメントスパンが大きくなっていることから、リソース

コントロール強化と機動力向上、新規領域におけるさらなるビジネス創出を目的として、ソリュ

ーションサービス本部を分割し、「プロダクトサービス第一本部」、「プロダクトサービス第二

本部」を新設する。 



■経済団体、シンクタンク、アカデミアなどとの関与・協働を通じて、当社グループと市場や社会

を繋ぐ結節点となり、グループの市場形成力やイノベーションマネジメント力などのケイパビリ

ティ向上を目的として、「MI CoE（Management Innovation Center of Excellence）」プロジェクトを

組成する。 
 
■全社 BPR（Business Process Reengineering）、基幹系システム刷新の完遂に向けて、グループ内の

連携強化を促進するため、情報システムサービス部を BizDevOps 部門からグループデザイン第一

部門に移管する。 
 

２．役員人事 

◆取締役人事 

 
【退任】 
▽取締役 永井 和夫 （本年6月開催予定の株主総会終了後に取締役を任期満了にて退任予定） 
※なお、本年3月末日をもって、常務執行役員を任期満了により退任予定。 

 
◆執行役員人事（2022年 4月 1 日付） 

 
【退任】（3月末日任期満了後退任予定） 
▽常務執行役員   小西 宏和 
▽執行役員     兵働 広記 
▽執行役員     田村 充 
※なお、田村 充は、ユニアデックス㈱ 常勤監査役に本年6月開催予定の同社定時株主総会後、就

任予定。 
 
 

３．人事異動【変更日 2022 年 4月 1日】 

◆業務執行役員・参与人事 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

業務執行役員 ビジネスイノベーション部門 
ファイナンシャル第一事業部長  小林 俊浩 

業務執行役員  法務部長 山内 宜子 

参与 業務執行役員  藤戸 哲也 

 
【退任】（3月末日任期満了後退任予定） 
▽業務執行役員   田中 建 
※ユニアデックス㈱ 代表取締役社長に同社臨時株主総会後、4月1日付で就任予定。 

 
 



◆組織長人事 

◆ビジネスイノベーション部門 
新 職 旧 職 継続職 氏 名 

ファイナンシャル第一事業部長 
ビジネスサービス部門 
金融ビジネスサービス第一本部長  井上 慎一 

 

◆ビジネスサービス部門 
新 職 旧 職 継続職 氏 名 

金融ビジネスサービス第一本部長 
金融ビジネスサービス第一本部 
ビジネスサービス四部長 

 佐久間 剛 

プロダクトサービス第一本部長 ソリューションサービス本部長  中津川 信昭 

プロダクトサービス第二本部長 
製造ビジネスサービス第一本部 
システム三部長 

 笠井 明 

 

◆BizDevOps部門 
新 職 旧 職 継続職 氏 名 

プロセスアウトソーシング本部長 
プロセスアウトソーシング本部 
サービスアクセラレーション部長 

 大野 上総 

 
◆グループデザイン部門（第一・第二・第三） 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

情報システムサービス部長 
BizDevOps部門 
情報システムサービス部長 業務執行役員 坪内 淳 

財務部長 経営企画部経営企画室長  中里 太 

 

◆支社・支店 
新 職 旧 職 継続職 氏 名 

関西支社長 中部支社長 業務執行役員 竹内 裕司 

中部支社長 
日本ユニシス・エクセリューショ
ンズ㈱代表取締役社長  宮本 素立 

新潟支店長 
ビジネスイノベーション部門 
流通第二事業部営業三部長  芝山 英司 

北陸支店長 
ビジネスイノベーション部門 
公共第二事業部ビジネス一部長  平原 賢一 

 
 

以 上 



（参考１）組織体制図（2022年4月1日付） 
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社会公共サービス第二本部 

社会公共サービス第三本部 
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プラットフォームサービス本部 
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グループ内部監査部 

監査役室 

品質マネジメント部 

グループデザイン第一部門 

関西支社、中部支社、九州支社 

北海道支店、東北支店、新潟支店 

北陸支店、静岡支店、中国支店 

ユニアデックス㈱ 

UEL㈱ 

㈱トレードビジョン 

㈱国際システム 

Ｇ＆Ｕシステムサービス㈱ 

USOLベトナム㈲ 

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ㈱ 

㈱エイファス 

エス・アンド・アイ㈱ 

キャナルグローブ㈱ 

キャナルベンチャーズ㈱ 

Axxis Consulting (S) Pte. Ltd. 

Emellience Partners㈱ 

エアトラスト㈱ 

グリーンデジタル＆イノベーション㈱ 

㈱ユニエイド 

BIPROGYチャレンジド㈱ 

BIPROGY USA, Inc. 

テック・ビューイング㈱ 

 

グループ会社 

グループデザイン第二部門 

グループデザイン第三部門 

インキュベーション部門 

DX推進部門 

総合技術研究所 



（参考２）執行体制一覧（2022年4月1日付） 
下線部が変更箇所です。 

区分 氏名 役職・担当（2022年4月1日時点） 役職・担当（2022年3月31日時点） 

 平岡 昭良 
代表取締役社長 

CEO・CHO 

同左 

担当 

変更 
齊藤 昇 

代表取締役 専務執行役員 

CMO 

ビジネスイノベーション部門・インキュベーシ

ョン部門・DX推進部門・支社支店管掌 

ビジネスイノベーション部門担当（ビジネスイ

ノベーション推進部） 

代表取締役 専務執行役員 

CMO 

ビジネスイノベーション部門・DX推進部門・支

社支店管掌 

ビジネスイノベーション部門担当（ビジネスイ

ノベーション推進部） 

支社支店担当 

担当 

変更 
葛谷 幸司 

取締役 専務執行役員 

CSO 

グループデザイン第一部門・MI CoE・全社 BPR

＆基幹系システム刷新プロジェクト・グループ

会社管掌 

取締役 専務執行役員 

CSO 

グループデザイン第一部門・グループ会社管掌 

 梅原 一眞 

常務執行役員 

CFO 

グループデザイン第二部門管掌 

グループデザイン第二部門担当（財務部、経理

部、営業経理部） 

同左 

 八田 泰秀 

常務執行役員 

インキュベーション部門担当（ストラテジック

アライアンス） 

ストラテジックアライアンスプロジェクト長 

同左 

 佐々木 貴司 

常務執行役員 

CDO 

ビジネスサービス部門管掌 

ビジネスサービス部門担当（ビジネスサービス

推進部） 

同左 

 福田 祐一郎 

執行役員 

DX推進部門担当（DXNインキュベーション部） 

DXNインキュベーション部長 

同左 

 白井 久美子 

業務執行役員 

インキュベーション部門担当（グローバルビジ

ネス部） 

同左 

担当 

変更 
永島 直史 

業務執行役員 

CMO補佐 

グループデザイン第三部門管掌 

グループデザイン第三部門担当（グループマー

ケティング部、Tech＆マーケデザイン企画部、

広報部） 

ビジネスイノベーション部門担当（サービスイ

ノベーション事業部、社会公共サービス第一事

業部、社会公共サービス第二事業部） 

業務執行役員 

ビジネスイノベーション部門担当（サービスイ

ノベーション事業部、公共第一事業部、公共第

二事業部） 

担当 

変更 
竹内 裕司 

業務執行役員 

支社支店担当 

関西支社長 

業務執行役員 

中部支社長 

 奥山 直哉 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（製造ビジネスサー

ビス第一本部、製造ビジネスサービス第二本

部） 

同左 



区分 氏名 役職・担当（2022年4月1日時点） 役職・担当（2022年3月31日時点） 

 森口 秀樹 

業務執行役員 

インキュベーション部門担当（戦略事業推進第

一本部） 

戦略事業推進第一本部長 

同左 

 宮田 勲 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（金融ビジネスサー

ビス第一本部、金融ビジネスサービス第二本

部、金融ビジネスサービス第三本部、金融ビジ

ネスサービス第四本部、金融ソリューション本

部） 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（金融ビジネスサー

ビス第一本部、金融ビジネスサービス第二本

部、金融ビジネスサービス第三本部、金融ソリ

ューション本部、OptBAEプロジェクト） 

 宮下 尚 

業務執行役員 

CISO 

グループデザイン第一部門担当（購買マネジメ

ント部、人事部、品質マネジメント部） 

同左 

 荻野 進 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（流通ビジネスサー

ビス第一本部、流通ビジネスサービス第二本

部、DXTプロジェクト） 

同左 

担当 

変更 
馬場 定行 

業務執行役員 

CDO補佐 

BizDevOps部門・総合技術研究所管掌 

BizDevOps 部門担当（プロセスアウトソーシン

グ本部、プラットフォームサービス本部、サポ

ートサービス本部） 

総合技術研究所担当 

業務執行役員 

BizDevOps 部門担当（プロセスアウトソーシン

グ本部、プラットフォームサービス本部、サポ

ートサービス本部） 

プロセスアウトソーシング本部長 

担当 

変更 
高井 健志 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（社会公共サービス

第一本部、社会公共サービス第二本部、社会公

共サービス第三本部、プロダクトサービス第一

本部、プロダクトサービス第二本部） 

業務執行役員 

ビジネスサービス部門担当（公共ビジネスサー

ビス第一本部、公共ビジネスサービス第二本

部、ソリューションサービス本部、JPプロジェ

クト） 

担当 

変更 
坪内 淳 

業務執行役員 

CIO 

グループデザイン第一部門担当（情報システム

サービス部） 

情報システムサービス部長 

業務執行役員 

CIO 

BizDevOps 部門担当（情報システムサービス

部） 

情報システムサービス部長 

 千葉 真介 

業務執行役員 

インキュベーション部門担当（戦略事業推進第

二本部） 

戦略事業推進第二本部長 

同左 

担当 

変更 
佐藤 秀彰 

業務執行役員 

ビジネスイノベーション部門担当（インダスト

リーサービス第一事業部、インダストリーサー

ビス第二事業部、インダストリーサービス第三

事業部、インダストリーサービス第四事業部） 

業務執行役員 

ビジネスイノベーション部門担当（流通第一事

業部、流通第二事業部、製造第一事業部、製造

第二事業部） 

 澤上 多恵子 

業務執行役員 

CRMO 

グループデザイン第一部門担当（経営企画部、

業務部） 

経営企画部長 

同左 



区分 氏名 役職・担当（2022年4月1日時点） 役職・担当（2022年3月31日時点） 

昇格 小林 俊浩 

業務執行役員 

ビジネスイノベーション部門担当（ファイナン

シャル第一事業部、ファイナンシャル第二事業

部、ファイナンシャル第三事業部） 

ファイナンシャル第一事業部長 

昇格 山内 宜子 

業務執行役員 

CCO 

グループデザイン第二部門担当（法務部） 

法務部長 

法務部長 

担当 

変更 
藤戸 哲也 

参与 

全社BPR＆基幹系システム刷新担当 

業務執行役員 

グループデザイン第三部門長補佐 

担当 

変更 
羽田 昭裕 

エグゼクティブフェロー 

MI CoE担当 

フェロー 

CTO 

総合技術研究所担当 

担当 

変更 
香林 愛子 

CTO 

総合技術研究所長 

総合技術研究所長 

 

※略称について 

CEO ：Chief Executive Officer 

CHO ：Chief Health Officer 

CMO ：Chief Marketing Officer 

CSO ：Chief Sustainability Officer 

CFO ：Chief Financial Officer 

CDO ：Chief Digital Officer 

CISO ：Chief Information Security Officer 

CIO ：Chief Information Officer 

CRMO ：Chief Risk Management Officer 

CCO ：Chief Compliance Officer 

CTO ：Chief Technology Officer 

 

MI CoE ：Management Innovation Center of Excellence 

BPR ：Business Process Reengineering 



（参考３）組織・組織長一覧（2022年4月1日付） 
下線部が変更箇所です。 

◆ビジネスイノベーション部門 
区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 ビジネスイノベーション推進部 塚本 正昭  

異動 ファイナンシャル第一事業部 井上 慎一 
ビジネスサービス部門 
金融ビジネスサービス第一本部長 

 ファイナンシャル第二事業部 伊藤 佳美  

 ファイナンシャル第三事業部 渡邊 弘巳  

 サービスイノベーション事業部 松本 裕志  

組織名変更 社会公共サービス第一事業部 金井 智 公共第一事業部長 

組織名変更 社会公共サービス第二事業部 小石 良明 公共第二事業部長 

組織名変更 インダストリーサービス第一事業部 佐藤 博之 流通第一事業部長 

組織名変更 インダストリーサービス第二事業部 高成田 彰 流通第二事業部長 

組織名変更 インダストリーサービス第三事業部 宮地 寿昌 製造第一事業部長 

組織名変更 インダストリーサービス第四事業部 横山 伸弥 製造第二事業部長 

 
◆インキュベーション部門 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 ストラテジックアライアンス プロジェクト 八田 泰秀（委嘱）  

 グローバルビジネス部 青津 大  

 戦略事業推進第一本部 森口 秀樹（兼務）  

 戦略事業推進第二本部 千葉 真介（兼務）  

 
◆DX推進部門 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 DXNインキュベーション部 福田 祐一郎（委嘱）  

 
◆ビジネスサービス部門 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 ビジネスサービス推進部 萩原 政朗  

昇格 金融ビジネスサービス第一本部 佐久間 剛 
金融ビジネスサービス第一本部 
ビジネスサービス四部長 

組織名変更 金融ビジネスサービス第二本部 野村 真一 OptBAEプロジェクト長 

組織名変更 金融ビジネスサービス第三本部 久保 雅一 金融ビジネスサービス第二本部長 

組織名変更 金融ビジネスサービス第四本部 中村 修二 金融ビジネスサービス第三本部長 

 金融ソリューション本部 鈴木 智洋  

組織名変更 社会公共サービス第一本部 松本 茂樹 公共ビジネスサービス第二本部長 

組織名変更 社会公共サービス第二本部 酒井 利幸 公共サービス第一本部長 

組織名変更 社会公共サービス第三本部 岸 実 JPプロジェクト長 



区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

新設 プロダクトサービス第一本部 中津川 信昭 ソリューションサービス本部長 

新設 
昇格 

プロダクトサービス第二本部 笠井 明 
製造ビジネスサービス第一本部 
システム三部長 

 流通ビジネスサービス第一本部 藤元 達也  

 流通ビジネスサービス第二本部 安嶋 健太郎  

 DXTプロジェクト 藤曲 亜樹子  

 製造ビジネスサービス第一本部 岩本 一士  

 製造ビジネスサービス第二本部 村上 春樹  

 
◆BizDevOps部門 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

昇格 プロセスアウトソーシング本部 大野 上総 
プロセスアウトソーシング本部 
サービスアクセラレーション部長 

 プラットフォームサービス本部 齋藤 重幸  

 サポートサービス本部 三ツ井 淳一  

 
◆グループデザイン部門（第一・第二・第三） 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 経営企画部 澤上 多恵子（兼務）  

 業務部 加藤 元基  

 購買マネジメント部 目次 謙一  

 人事部 松尾 由香里  

 品質マネジメント部 桂 智之  

部門移管 情報システムサービス部 坪内 淳（兼務） 
BizDevOps部門 
情報システムサービス部長 

新設 MI CoE（Management Innovation Center of Excellence） 羽田 昭裕  

 法務部 山内 宜子（兼務）  

昇格 財務部 中里 太 経営企画部経営企画室長 

 経理部 上野 研介  

 営業経理部 田中 一晶  

 グループマーケティング部 牧野 友昭  

 Tech＆マーケデザイン企画部 小林 亜紀子  

 広報部 滝澤 素子  

 
◆その他・支社・支店 

区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

 総合技術研究所 香林 愛子  

 グループ内部監査部  松谷 博  

異動 関西支社 竹内 裕司（兼務） 中部支社長 



区 分 新 組 職 名 称 組 織 長 旧 職 

異動 中部支社 宮本 素立 
日本ユニシス・エクセリューションズ㈱

代表取締役社長 

 九州支社 星 和浩  

 北海道支店 栗島 博史  

 東北支店 石橋 武将  

異動 新潟支店 芝山 英司 
ビジネスイノベーション部門 
流通第二事業部営業三部長 

異動 北陸支店 平原 賢一 
ビジネスイノベーション部門 
公共第二事業部ビジネス一部長 

 静岡支店 高木 伸彰  

 中国支店 澤本 健志  

 
 



（参考４）グループ会社一覧 
下線部が変更箇所です。 

区分 会 社 名 代 表 旧 職 ・ 所 属 

新任 ユニアデックス㈱ 田中 建 日本ユニシス㈱ 業務執行役員 

新任 UEL㈱ 長廣 勲 
日本ユニシス㈱ ビジネスイノベーション部門 

製造第一事業部自動車営業二部長 

 ㈱トレードビジョン 山崎 隆二  

 ㈱国際システム 小柳 俊治  

 G&Uシステムサービス㈱ 尾崎 治朗  

 USOLベトナム㈲ 今道 正博  

 
ケンブリッジ・テクノロジー・パートナー

ズ㈱ 
榊巻 亮  

 ㈱エイファス 浜中 将行  

 エス・アンド・アイ㈱ 藤田 和夫  

新任 キャナルグローブ㈱ 川初 武弘 
日本ユニシス㈱ インキュベーション部門 

グローバルビジネス部戦略企画室 

 キャナルベンチャーズ㈱ 朝田 聡一郎  

 Axxis Consulting（S）Pte Ltd 
Harald 
Weinbrecht 

 

新任 Emellience Partners㈱ 千葉 真介 （注） 

 エアトラスト㈱ 内ケ島 暢之  

 グリーンデジタル＆イノベーション㈱ 井福 陽一  

 ㈱ユニエイド 上村 正博  

 BIPROGYチャレンジド㈱ 寺島 文之  

 BIPROGY USA, Inc. 皆川 和花  

 テック・ビューイング㈱ 牧野 友昭  

 
※UEL㈱、BIPROGY チャレンジド㈱、BIPROGY USA, inc.は 2022年4月1日付で社名変更予定。 
※ユニアデックス㈱、UEL㈱、キャナルグローブ㈱の代表取締役社長は、2022年4月1日付で就任予定。 

（注）BIPROGY㈱ 業務執行役員を兼務する。 
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