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2022 年 2 月 22 日 

各  位 

会 社 名 
 

代表者名 
代 表 取 締 役 社 長  小林 裕嘉 

（コード番号：4687 東証一部） 

問合せ先 
執行役員経営企画本部長 上條 英樹 

（TEL：03-6730-8111） 

 

 
組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

2022 年 2 月 22 日開催の取締役会決議により、下記のとおり組織変更及び 

人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

  記 

 

１．組織変更（2022年4月1日付予定） 

当社は、2022 年度から新たに開始する中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus（プラス） 』の実

現に向け、市場や社会の潜在的な IT ニーズを捉えた付加価値の高い総合的な IT サービスの提供を目指した

機構改革を実施いたします。 

DX の進展や競争環境のグローバル化・複雑化を背景に、市場のニーズは価値の創出やビジネスアジリティを高

めることが必要不可欠となっており、これに対応した IT ニーズは拡大すると同時に多様化、複雑化しております。 

これらに対応していくため、当社は中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』において、前中期経営計画

から取り組む「高付加価値 SI サービスの追求」や「SI の事業モデルの変革」を踏襲し、主力事業であるシステム

開発事業を主体としつつも「事業領域の拡大」を図ってまいります。 

具体的には、多様な顧客の IT ニーズに対応するサービス・製品等の販売事業や、顧客のデジタル変革を戦略

策定からサポートするコンサルティング事業、開発からスタートして運用・保守まで集約したマネージドサービスの提

供等へ事業領域を拡大することで、高付加価値かつ総合的な IT サービス企業を目指してまいります。 

また、IT ニーズの拡大とともに IT 人材の需要も高まっており、事業戦略を円滑に推進していくため技術者の早

期育成やプロフェッショナル人材育成に向けたキャリア開発に注力するとともに、採用戦略の一層の強化を図ってま

いります。 

当社は、本年 10 月に創業 60 周年を迎えます。節目の年にあたり、今後も持続的な成長の実現に向け

て邁進して参ります。 

 

１） セールス＆マーケティング本部 

営業本部をセールス＆マーケティング本部として再編する。 

① 顧客の IT 戦略や DX 推進に対し、多角的なアプローチからのサービスを推進するため、セールス戦略部を新

設する 

② 多様な顧客の IT ニーズに総合的に対応するサービス・製品販売事業を促進するためマーケティング・プロモ

ーション部、プロダクトセールス部を新設する。 
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２） ビジネスイノベーション本部 

① 様々なデジタル変革に対応した新しい製品・サービスを企画するサービス企画推進室を新設する。 

② サービス企画推進室と連動し、新技術等を活用した新たな製品・サービスの研究開発を行う R＆D 推進室

を新設する。 

③ IT 戦略策定からデジタル活用など顧客のデジタル変革ニーズの拡大に対応するためコンサルティングサービス

部を新設する。 

 

３） デジタルテクノロジー本部 

社会の課題を解決するために必要となる様々なスペシャリストによるテクノロジーサービスを提供するデジタルテクノ

ロジー本部において、顧客体験等のデザインを推進、従来のビジネスの高付加価値を推進する為に、CX＆UX デ

ザイン推進室を新設する。 

 

４） 金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部配下の第１統括部、第２統括部、第３統括部をクレジット統括部とクレジット戦略統

括部の２統括部体制に再編する。 

 

５） 公共法人システム事業本部 

① アジャイルビジネス推進部とデジタルシフト推進部を統合しアジャイル・デジタルシフト推進部へ再編する。 

② 公共社会基盤システム事業部を公共社会システム事業部へ改め、公共社会ビジネス統括部と社会基盤ビジ

ネス統括部へ再編する。 

③ 産業・流通分野のサービス推進力を強化するため、法人システム事業部内をロジスティクス統括部、インダスト

リー統括部、エンタープライズシステム統括部に再編する。 

 

６） ソリューション事業本部 

① オンプレからクラウドまで高度化・多様化するインフラ技術を強化し、各分野のスペシャリストをサービスとして提

供するテクノロジーサービス統括部をプラットフォーム事業部に新設する。 

② ワンストップのインフラサービスの提供、マネージドサービス化を推進するためマネージドサービス統括部をプラッ

トフォーム事業部に新設する。 

 

７） システム開発本部 

プロフェッショナル人材の育成に向け、若手人材のエンジニア力の早期定着化とキャリア開発を推進するため、シ

ステム開発本部内に管理本部から人材育成機能を移管し、人材戦略推進部を新設する。 

 

８） 経営企画本部 

不確実な時代に対し、経営戦略のアジリティを高め、中期経営計画の推進力を強化するため、経営戦略推進

部を新設する。 
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９） 管理本部 

中期経営計画推進に向けたコーポレート機能の強化や社内管理機能の効率化を目指しビジネスマネジメント

本部と統合、再編する。 

① 人材戦略部を採用業務に特化した採用戦略部へと再編する。 

② 中長期視点での環境や社会の変化などの課題を捉え、当社グループが持続的に価値を創造する「サステ

ナブル経営」の強化に向け、戦略と仕組みを推進する、サステナビリティ推進部を新設する。 
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２．人事異動 

１） 役員の異動（2022年4月1日付予定） 

 新 職 氏 名 現 職 

 

取締役専務執行役員 

ソリューション事業本部担当 

関西支社担当 

（TDC フューテック株式会社代表取締役社長） 

（エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社

長）*1 

小田島 吉伸 

取締役専務執行役員 

営業本部担当 

関西支社担当 

（TDC フューテック株式会社代表取締役社長） 

 

取締役常務執行役員 

デジタルテクノロジー本部担当 

金融ビジネスデザイン事業本部担当 

システム開発本部担当 

高瀬 美佳子 

取締役常務執行役員 

ビジネスイノベーション本部担当 

デジタルテクノロジー本部担当 

金融ビジネスデザイン事業本部担当 

スマートＳＩ推進室担当 

 

取締役執行役員 

金融システム事業本部担当 

公共法人システム事業本部担当 

経営企画本部担当 

河合 靖雄 

取締役執行役員 

金融システム事業本部担当 

公共法人システム事業本部担当 

システム開発本部担当 

ビジネスマネジメント推進本部担当 

 

取締役執行役員 

セールス＆マーケティング本部担当 

ビジネスイノベーション本部担当 

北川 和義 
取締役執行役員 

ソリューション事業本部担当 

 

取締役執行役員 

管理本部担当 

スマートＳＩ推進室担当 

（TDC フューテック株式会社 代表取締役副社長） 

大垣 剛 

取締役執行役員 

管理本部長 

経営企画本部担当 

管理本部担当 

（TDC フューテック株式会社 代表取締役副社長） 

 
執行役員 

公共法人システム事業本部長 
瓜生 力 

執行役員 

営業本部長 

 
執行役員 

管理本部長 
桜井 博 

執行役員 

ビジネスマネジメント推進本部長 

システム開発本部長 兼務 

 

執行役員 

管理本部 経理部長 

同本部 サステナビリティ推進部長 

同本部 業務推進部長 兼務 

足立 薫彦 
執行役員 

管理本部 経理部長 

 

執行役員 

セールス＆マーケティング本部長 

ビジネスイノベーション本部 副本部長 兼務 

村上 裕二 
執行役員 

公共法人システム事業本部長 

 

執行役員 

金融システム事業本部長 

システム開発本部長 

金融ビジネスデザイン事業本部 副事業本部長 

スマートＳＩ推進室長 兼務 

村上 知也 

執行役員 

金融システム事業本部長 

金融ビジネスデザイン事業本部 副事業本部長 

スマートＳＩ推進室長 兼務 

 

執行役員 

管理本部 副本部長 

経営企画本部 副本部長 

システム開発本部 副本部長 兼務 

河口 聡 
公共法人システム事業本部 

法人システム事業部 産業統括部長  

管理本部 人材戦略部長 兼務 

*1 八木ビジネスコンサルタント株式会社は 2022 年4 月1 日をもってエールビジネスコンサルティング株式会社へ社名変更予定となっております。 
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２）人事異動（2022年4月1日付予定） 

 新 職 氏 名 現 職 

 【セールス＆マーケティング本部】 

 セールス＆マーケティング本部 セールス戦略部長 奈須野 正久 営業本部 ビジネスデザイン営業統括部長 

 セールス＆マーケティング本部 特定顧客営業部長 関本 馨 営業本部 戦略推進営業統括部長 

 【ビジネスイノベーション本部】 

 

ビジネスイノベーション本部 副本部長 

 同本部 サービス企画推進室長 

金融ビジネスデザイン事業本部 副本部長 

セールス＆マーケティング本部 

マーケティング・プロモーション部長 

同本部 プロダクトセールス部長 兼務 

金堂 和典 
金融ビジネスデザイン事業本部 副本部長 

ビジネスイノベーション本部 副本部長 兼務 

 ビジネスイノベーション本部 Ｒ＆Ｄ推進室長 景山 朝陽 
ビジネスイノベーション本部 

ビジネスイノベーション事業推進室長 

 【デジタルテクノロジー本部】 

 

デジタルテクノロジー本部 未来技術推進室長  

同本部 デジタルテクノロジー企画部長 

管理本部 戦略 IT システム推進部長 兼務 
大沢 晋 

デジタルテクノロジー本部 未来技術推進室長  

同本部 デジタルテクノロジー企画部長 兼務 

 

デジタルテクノロジー本部 

アジャイル＆マイクロサービス統括部長 

同本部 CX&UX デザイン推進室長 

経営企画本部 経営戦略推進部長 兼務 

弦牧 竜也 
デジタルテクノロジー本部  

アジャイル＆マイクロサービス統括部長 

 【金融システム事業本部】 

 
金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 副事業部長 
川崎 章生 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 第１統括部長 

 
金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 クレジット統括部長 
藤本 壮一郎 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 第３統括部長 

 

金融システム事業本部 

保険銀行システム事業部 副事業部長 

管理本部 ビジネスパートナー推進部長 兼務 
松島 一徳 

金融システム事業本部 

保険銀行システム事業部 銀行統括部長 

 【金融ビジネスデザイン事業本部】 

 
金融ビジネスデザイン事業本部 

金融サービス事業部 副事業部長 
高島 淳史 

金融ビジネスデザイン事業本部 

金融サービス事業部 金融システム統括部長 

 

金融ビジネスデザイン事業本部 

金融サービス事業部 金融システム統括部長 

同本部 金融ビジネスデザイン企画部長 兼務 
瀬尾 隆 

金融ビジネスデザイン事業本部 金融ビジネスデザイン企画 副部長 

同本部 金融サービス事業部 金融システム統括部 副統括部長 

兼務 

 【公共法人システム事業本部】 

 
公共法人システム事業本部 

公共社会システム事業部 副事業部長 
竹政 裕一 

公共法人システム事業本部 

公共社会基盤システム事業部 公共統括部長 

 

公共法人システム事業本部 

アジャイル・デジタルシフト推進部長 

同本部 公共法人企画部長 兼務 
江村 和雄 

公共法人システム事業本部 公共法人企画部長 

同本部 デジタルシフト推進部長 兼務 

 

公共法人システム事業本部 

公共社会システム事業部 公共社会ビジネス統括部長 

システム開発本部 システム開発統括部長 兼務 
平林 弘士 

公共法人システム事業本部 公共社会基盤システム事業部 

公共統括部 副統括部長 

 
公共法人システム事業本部 

公共社会システム事業部 社会基盤ビジネス統括部長 
三宅 亮 

金融システム事業本部 

クレジットシステム事業部 第２統括部長 

 

公共法人システム事業本部 

法人システム事業部 ロジスティクス統括部長 

 
栗本 昌幸 

公共法人システム事業本部 

法人システム事業部 流通統括部 副統括部長 
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 新 職 氏 名 現 職 

 
公共法人システム事業本部 

法人システム事業部 エンタープライズシステム統括部長 
工藤 正仁 

公共法人システム事業本部 

公共社会基盤システム事業部 社会基盤統括部長 

 【ソリューション事業本部】 

 

ソリューション事業本部 プラットフォーム事業部 

テクノロジーサービス統括部長 

同本部 同事業部 マネージドサービス統括部長 兼務 
高橋 弘道 

ソリューション事業本部 プラットフォーム事業部 

クラウド基盤統括部長 

 
ソリューション事業本部 ソリューション事業部 

データマネジメントサービス統括部長 
福田 絢一 

ソリューション事業本部 ソリューション事業部 

データマネジメントサービス統括部 副統括部長 

 【管理本部】 

 管理本部 採用戦略部長 安藤 章起 公共法人システム事業本部 法人システム事業部 流通統括部長 

 管理本部 総務部長 石井 茂 
ビジネスマネジメント推進本部 本部長補佐 

同本部 ビジネスパートナー推進部長 兼務 

 

以 上 

 



TDCソフト株式会社
経営組織体制（2022年４月１日現在）

セールス＆マーケティング本部

取締役会

代表取締役

監査役

セールスマネジメント部

セールス戦略部

プロダクトセールス部

ビジネスイノベーション本部

マーケティング・プロモーション部

特定顧客営業部

金融営業部

デジタルテクノロジー本部 デジタルテクノロジー企画部

未来技術推進室

アジャイル＆マイクロサービス
統括部

デジタルサービス統括部

金融システム事業本部 金融企画部

クレジットシステム事業部 クレジット統括部

クレジット戦略統括部

保険銀行システム事業部 保険統括部

銀行統括部

金融ビジネスデザイン
事業本部 金融ビジネスデザイン企画部

金融サービス事業部 金融システム統括部

金融ソリューション統括部

公共法人システム事業本部 公共法人企画部

公共社会ビジネス統括部

社会基盤ビジネス統括部

ロジスティクス統括部

ソリューション事業本部

テクノロジーサービス統括部プラットフォーム事業部

ソリューション企画部

ソリューションサービス統括部

データマネジメントサービス統括部ソリューション事業部

システム開発本部

法人システム事業部

エンタープライズシステム統括部

人材戦略部

セキュリティマネジメント推進部

戦略ＩＴシステム推進部

ビジネスパートナー推進部

スマートＳＩ推進室

経営企画本部

管理本部

経営企画部

広報室

採用戦略部

人事部

サステナビリティ推進部

総務部

経理部

関西支社

わかばファーム推進室

内部監査部

TDC-CSIRT

監査役会

アジャイル・デジタルシフト推進部

グループ推進室

健康経営推進室

公共法人営業部

ソリューション営業部

サービス企画推進室

Ｒ＆Ｄ推進室

コンサルティングサービス部

ＣＸ＆ＵＸデザイン推進室

公共社会システム事業部

インダストリー統括部

マネージドサービス統括部

システム開発統括部

経営戦略推進部

プロジェクトマネジメント推進部

業務推進部
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