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Ⅰ．組織の改訂

１．デジタルソリューション事業グループ
（１）産業第一営業統括部ＩｏＴ営業部を第二営業部に改称する。

（２）金融ソリューション統括部を金融ソリューション営業統括部に改称する。

（３）

（４）

２．西日本支社

３．インフラサービス事業グループ

Ⅱ．主要な人事異動

常務取締役兼執行役員 常務取締役兼執行役員
ヘルスケアソリューション事業部担当 ヘルスケアソリューション事業部担当
兼東日本支社担当 兼ネットワークビジネス事業部担当
兼デジタルソリューション事業グループ長 兼東日本支社担当

兼デジタルソリューション事業グループ長
兼ネットワークビジネス事業部長

取締役兼執行役員 取締役兼執行役員
システムソリューション部門統括 システムソリューション部門統括
兼システム事業推進部担当 兼システム事業推進部担当
兼システムソリューション事業グループ長 兼システムソリューション事業グループ長
兼第一システム統括部長 兼第一システム統括部長

兼システム部長

執行役員 執行役員
デジタルソリューション事業グループ長代理 デジタルソリューション事業グループ長代理
（システム） （システム）
兼第三システム統括部長 兼システムソリューション事業グループ長代理
兼システム部長
兼システムソリューション事業グループ長代理

組織改訂および人事異動に関するお知らせ

（氏　　名） （新役職名） （旧役職名）

第三システム統括部を新設し、同統括部にシステム部を置く。同部に金融ソリューション
統括部システム部を移管する。

首都圏エリアでのネットワークビジネス強化に向けて、ネットワークビジネス事業部を
当グループに編入し、ネットワーク・プロダクト営業統括部に改称する。

事務の効率化のため西日本支社業務部を新設し、 同部に関西産業営業統括部業務部および
四国営業統括部業務部を移管する。

工事ビジネス拡大のため、 首都圏第一インフラサービス統括部にネットワークビジネス事業部
システムコンストラクションサービス部を移管する。

　２０２２年３月２５日開催の当社取締役会決議により、２０２２年４月１日付をもって下記のとおり組織改
訂およ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

　菊盛　信彦

　遠藤　英明　

　村下　順一
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執行役員 執行役員
インフラサービス事業グループ インフラサービス事業グループ
首都圏第一インフラサービス統括部長 北関東第一インフラサービス統括部長

執行役員 執行役員
デジタルソリューション事業グループ長代理 デジタルソリューション事業グループ長代理
兼ネットワーク・プロダクト営業統括部長

【監査部】
監査部長 デジタルソリューション事業グループ

社会・公共営業統括部担当部長
兼ＤＸ推進センター担当部長

【コーポレートサービス部】
コーポレートサービス部長代理 債権債務事務センター長
兼債権債務事務センター長

【デジタルソリューション事業グループ】
ネットワーク・プロダクト営業統括部長代理 ネットワークビジネス事業部
兼営業部長 営業部長

第一システム統括部長 第二システム統括部長

第一システム統括部 第一システム統括部
第一システム部長 第一システム部担当部長

第一システム統括部 第一システム統括部
第二システム部長 第一システム部担当部長

第二システム統括部長 第二システム統括部長代理

第二システム統括部長代理 第二システム統括部
兼第一システム部長 第一システム部長

【システムソリューション事業グループ】
第一システム統括部 第一システム統括部
システム部長 システム部担当部長

第二システム統括部長 第二システム統括部長
兼第一システム部長

第三システム統括部長 第二システム統括部長代理
兼第一システム部長

【東日本支社】
東日本支社長代理 東日本支社長代理
兼東北営業統括部長 兼東北営業統括部長
兼業務部長

信越営業統括部長代理 信越営業統括部
兼長野支店長 長野支店長

信越営業統括部 信越営業統括部
業務部長 長野支店担当部長

信越営業統括部 信越営業統括部
諏訪支店長 諏訪支店担当部長

長野インフラサービス統括部長 長野インフラサービス統括部長
兼第二カストマサービス部長 兼第二カストマサービス部長
（諏訪・伊那地区） （諏訪・伊那地区）
兼第三カストマサービス部長
（松本・大町地区）

柏木　一雄

小泉　雅彦

　廣田　保

　原橋　智雄

　間中　康人

　石川　淳一

　安部　貴之

　寺島　謙司　

　清水　譲

　酒井　英隆

　丸山　嘉一

　川島　輝己

　宮坂　進一

　平能　丈晴

　酒井　和仁

　瀧澤　仁

　中島　司

　鈴木　正人
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長野インフラサービス統括部 インフラサービス事業グループ
第一カストマサービス部長 首都圏第一インフラサービス統括部長代理
（上田・佐久地区） 兼情報サービス部長

【西日本支社】
西日本支社 四国営業統括部
業務部長 業務部長

兼高松支店長
兼松山支店長

関西公共営業統括部長 関西公共営業統括部長代理
兼営業部長 兼営業部長

四国営業統括部長 四国営業統括部長
兼高松支店長
兼松山支店長

西日本システム統括部 西日本システム統括部
技術サービス部長 技術サービス部担当部長

関西インフラサービス統括部長代理 関西インフラサービス統括部長代理
兼ネットワークサービス部長 兼ネットワークサービス部長
兼情報サービス部長 兼業務部長

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
業務部長 枚方カストマサービス部長

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
守口カストマサービス部長 情報サービス部長

関西インフラサービス統括部 関西インフラサービス統括部
枚方カストマサービス部長 守口カストマサービス部長

【インフラサービス事業グループ】
首都圏第一インフラサービス統括部長代理 首都圏第一インフラサービス統括部
兼カストマサービス部長 カストマサービス部長

首都圏第一インフラサービス統括部 東日本支社
情報サービス部長 長野インフラサービス統括部

第三カストマサービス部長

首都圏第一インフラサービス統括部 首都圏第三インフラサービス統括部
システムコンストラクションサービス部長 第一カストマサービス部長

首都圏第三インフラサービス統括部長 首都圏第一インフラサービス統括部長

首都圏第三インフラサービス統括部 首都圏第三インフラサービス統括部
第一カストマサービス部長 第一カストマサービス部担当部長

首都圏第四インフラサービス統括部 首都圏第四インフラサービス統括部
カストマイズ部長 カストマイズ部担当部長

北関東第一インフラサービス統括部長 北関東第二インフラサービス統括部長

北関東第二インフラサービス統括部長 首都圏第三インフラサービス統括部長

北関東第二インフラサービス統括部 北関東第二インフラサービス統括部
館林カストマサービス部長 館林カストマサービス部担当部長

以　上

　松岡　寛行

　渦岡　直城

　畠山　裕之

　澤木　秀昭

　塚越　成紀

　安田　努

　宮上　秀義

　南阪本　博文

　佐納　孝俊

　西　啓之

　仁田山　亮太

　品川　兼一

　山中　昭二

　島田　一弘

　原口　澄人

　宮嵜　正之

　筒井　直也

　甚野　彰男
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【ご参考】　新組織図（2022年4月1日現在）

デジタルソリューション事業グループ長代理デジタルソリューション事業グループ長代理
（システム） （システム）

第二営業部

関西公共営業統括部 営業部

四国営業統括部 高松支店

第三ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

関東支店

信越営業統括部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

北関東第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

群馬ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

栃木ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

技術部

首都圏第三ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第四ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

業務部

長野支店

諏訪支店

東日本ｼｽﾃﾑ統括部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

北関東第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 館林ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

枚方ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

京都ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

松山支店

西日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

業務部

首都圏第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

難波ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

守口ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ｼｽﾃﾑｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ｶｽﾄﾏｲｽﾞ部

ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業推進部 支援部

医療ｼｽﾃﾑ部

技術ｻｰﾋﾞｽ部

関西ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

OBPｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

西日本支社 業務部

京都支店

関西産業営業統括部 第一営業部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

長野ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

大阪支店

第一ｼｽﾃﾑ部

東北支店

福島支店

関東営業統括部 業務部

群馬支店

宇都宮支店

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

東日本支社 東北営業統括部 業務部

監査役会 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第一ｼｽﾃﾑ統括部 ｼｽﾃﾑ部

取締役会 社　長 経営会議 第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二営業部

ｼｽﾃﾑ事業推進部

ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部 業務部

第一営業部

第二ｼｽﾃﾑ部

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 業務部

ﾍﾙｽｹｱ営業統括部 第一営業部

第二営業部

第一ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部 ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

第二ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

ｼｽﾃﾑ部第三ｼｽﾃﾑ統括部

第二営業部

社会･公共営業統括部 営業部

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業統括部 営業部

営業部

業務部

産業第一営業統括部 第一営業部

第二営業部

産業第二営業統括部 第一営業部

ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ営業統括部

ｿﾚｷｱ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

人財開発ｾﾝﾀｰ

事業推進部 ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 支援部

情報ｼｽﾃﾑ部
経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ

IT資産管理部

DX推進ｾﾝﾀｰ

情報ｾｷｭﾘﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室

DC・ｸﾗｳﾄﾞ推進室

監査部

経営企画室

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部 債権債務事務ｾﾝﾀｰ

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部

人事部

経理財務部 経理部

営業管理部
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【ご参考】　旧組織図（2021年6月29日現在）

デジタルソリューション事業グループ長代理デジタルソリューション事業グループ長代理
（システム） （システム）

東日本支社 東北営業統括部

関東営業統括部

宇都宮支店

関東支店

信越営業統括部 業務部

諏訪支店

東日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ統括部

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部 営業部
ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

ｼｽﾃﾑｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ部

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

取締役会 社　長 経営会議 第二ｼｽﾃﾑ統括部

ｼｽﾃﾑ事業推進部

第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

業務部

第一営業部

第二営業部

監査役会 第一ｼｽﾃﾑ統括部 ｼｽﾃﾑ部

第一ｼｽﾃﾑ部

監査部

経営企画室

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部 債権債務事務ｾﾝﾀｰ

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務部

人事部

経理財務部 経理部

営業管理部

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部

支援部

情報ｼｽﾃﾑ部

IT資産管理部

DX推進ｾﾝﾀｰ

経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ

情報ｾｷｭﾘﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室

DC・ｸﾗｳﾄﾞ推進室

ｿﾚｷｱ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

人財開発ｾﾝﾀｰ

事業推進部

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

第一ｼｽﾃﾑ部

営業部

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部

業務部

産業第一営業統括部 第一営業部

ＩoＴ営業部

産業第二営業統括部 第一営業部

第二営業部

社会･公共営業統括部

営業部

ｼｽﾃﾑ部

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

第二ｼｽﾃﾑ統括部

第二ｼｽﾃﾑ部

業務部

ﾍﾙｽｹｱ営業統括部 第一営業部

第二営業部

第一ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

第二ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ統括部

第二ｼｽﾃﾑ部

業務部

東北支店

福島支店

業務部

群馬支店

第二ｼｽﾃﾑ部

第一ｼｽﾃﾑ部

第三ｼｽﾃﾑ部

業務部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

長野支店

第二ｼｽﾃﾑ部

長野ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

業務部

第一営業部

第二営業部

関西公共営業統括部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

大阪支店

第三ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

西日本支社

京都支店

関西産業営業統括部

営業部

第三ｼｽﾃﾑ部

医療ｼｽﾃﾑ部

技術ｻｰﾋﾞｽ部

業務部

OBPｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

業務部

高松支店

松山支店

第二ｼｽﾃﾑ部

四国営業統括部

西日本ｼｽﾃﾑ統括部 第一ｼｽﾃﾑ部

関西ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

業務部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

難波ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

守口ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

枚方ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

京都ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ事業推進部 支援部

首都圏第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

第二ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

技術部

第一ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

首都圏第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

首都圏第三ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

首都圏第四ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部

情報ｻｰﾋﾞｽ部

ｶｽﾄﾏｲｽﾞ部

館林ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

栃木ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

運用ｻｰﾋﾞｽ部

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部

北関東第一ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部 業務部

群馬ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ部

北関東第二ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ統括部
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