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2022 年 11 月 18 日 
各 位 
                     会 社 名 サイバーコム株式会社 

     （東証スタンダード コード番号：3852） 

                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長    渡邊 剛喜 

                     問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 兀下 恵子 
                                      （TEL.045-681-6001） 

 

 

組織体制変更および人事異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、下記のとおり組織体制変更および人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 
 
１． 組織体制変更（2023 年 1 月 1 日付） 
 

変更内容 

【管理本部の再編】 

１． 移管 

 （１）事業推進部を解消し技術推進室を技術管理部へ、パートナー推進室を技術統括部直属へ移管 

  （２）情報システム室を技術統括部直属から技術管理部へ移管 

 ２．解消 

  （１）総合管理部の営業サポート室を解消 

 ３．改称 

  （１）技術管理部のＳＬ技術管理室をＳＷ技術管理室へ改称 

【ソリューション事業本部の再編】 

１． 改称 

（１）ソリューション事業本部をソフトウェア事業本部へ改称 

２． 新設 

（１）ソフトウェア営業部を新設し、その直下にＡＰ営業グループ、ＰＦ営業グループ、 

東北営業グループ、新潟営業グループを設置 

（ソリューション事業本部 各事業部の営業グループを移管） 

  （２）アプリケーション事業部 福岡事業所に営業グループを新設 

  （３）プラットフォーム事業部 第２技術部と第３技術部にそれぞれ第３技術グループを新設 

  （４）プラットフォーム事業部 名古屋事業所に営業グループを新設 

  （５）新潟事業部 技術部にＤＣグループを新設 

 ３．解消 

  （１）プラットフォーム事業部 第１技術部の第３技術グループを解消 
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変更内容 

【サービス事業本部の再編】 

１． 新設 

（１）システムインテグレーション事業部直属にビジネス推進グループを新設 

  （２）システムインテグレーション事業部 第２技術部に第２技術グループを新設 

２． 移管 

  （１）ソリューション事業本部 東北事業部 第１技術部のシステムインテグレーショングループを 

     システムインテグレーション事業部 第１技術部へ移管し、第３技術グループへ改称 

 

 

２． 人事異動 
 
【取締役の異動】（2023 年 1 月 1 日付） 

氏 名 新役職 現役職 

臼井 博幸 取締役 常務執行役員（技術担当） 
ソフトウェア事業本部長 

取締役 常務執行役員（技術担当） 
ソリューション事業本部長 

 
 
【執行役員の異動】（2023 年 1 月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

根釜 克典 
執行役員 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部長 

 
ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部長 

田邉 満仁 
執行役員 
ソフトウェア事業本部 
新潟事業部長 

 
ソリューション事業本部 
新潟事業部長 兼 技術部長 

布目 暢之 
執行役員 
管理本部 技術統括部長 兼  
技術管理部長 

執行役員 
管理本部 技術統括部長 兼 
事業推進部長 兼 技術管理部長 

前川 政喜 管理本部 
人事部 部長 

執行役員 
管理本部 人事部長 

吉村 英樹 
サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
ビジネス推進グループ部長 

執行役員 
サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 

 
 

【一般人事】（2023 年 1 月 1 日付） 

氏 名 新役職 現役職 

菅原 彰 ソフトウェア事業本部 
東北事業部長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第２技術部長 

小林 達朗 
ソフトウェア事業本部 
ソフトウェア営業部長 兼 
ＰＦ営業グループ長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
営業グループ課長 

吉川 昭 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
福岡事業所長 兼 営業グループ部長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部長 
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氏 名 新役職 現役職 

大坂 卓也 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

佐藤 貴宏 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
名古屋事業所長 

ソリューション事業本部 
東北事業部長 

板垣 昌宏 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第１技術部長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

佐々木孝一郎 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第２技術部長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第１技術部長 

藤崎 祐一 
ソフトウェア事業本部 
新潟事業部 
技術部長 

ソリューション事業本部 
新潟事業部 
技術部 第２技術グループ課長 

道崎 敏幸 
サービス事業本部 
サービス営業部長 兼 
プロダクト営業グループ長 

サービス事業本部 
サービス営業部長 兼 
ＳＩ営業グループ課長 

伊藤 剛章 管理本部 
人事部長 

ソリューション事業本部 
業務グループ課長 

鈴木 明人 ソフトウェア事業本部 
業務グループ課長 

ソリューション事業本部 
業務グループ 課長 

木幡 陽 
ソフトウェア事業本部 
ソフトウェア営業部 
ＡＰ営業グループ課長 

ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
営業グループ課長 

谷藤 聡史 
ソフトウェア事業本部 
ソフトウェア営業部 
東北営業グループ課長 

（新任） 
 

石山 正人 
ソフトウェア事業本部 
ソフトウェア営業部 
新潟営業グループ課長 

ソリューション事業本部 
新潟事業部 
営業グループ課長 

金子 裕司 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

高橋 洋司 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

増山 直樹 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第４技術グループ課長 

二宮 大志 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第４技術グループ課長 

（新任） 
 

山口 重敬 
ソフトウェア事業本部 
アプリケーション事業部 
福岡事業所 第１技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
名古屋事業所 第１技術グループ課長 

菅野 宜紀 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
アプリケーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 
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氏 名 新役職 現役職 

原田 雅之 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

清田 裕介 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

中村 剛 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第３技術部 第１技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
第３技術部 第２技術グループ課長 

内藤 義弘 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第３技術部 第２技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
プラットフォーム事業部 
営業グループ 課長 

横田 賢太郎 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
第３技術部 第３技術グループ課長 

（新任） 
 

鈴木 亨治 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
名古屋事業所 営業グループ課長 

（新任） 
 

野口 俊和 
ソフトウェア事業本部 
プラットフォーム事業部 
名古屋事業所 第１技術グループ課長 

（新任） 
 

古山 隆一 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第４技術グループ課長 

中鉢 智幸 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 

高杉 慎一郎 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

太斎 孝幸 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

齋藤 真 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第３技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

後藤 優策 
ソフトウェア事業本部 
東北事業部 
第２技術部 第４技術グループ課長 

（新任） 
 

本田 直光 
ソフトウェア事業本部 
新潟事業部 
技術部 第１技術グループ課長 

（新任） 
 

和平 繕行 
ソフトウェア事業本部 
新潟事業部 
技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

渡辺 祐 
ソフトウェア事業本部 
新潟事業部 
技術部 ＤＣグループ課長 

ソリューション事業本部 
新潟事業部 
営業グループ 課長 

佐々木 尋史 
サービス事業本部 
サービス営業部 
ＳＩ営業グループ課長 

サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 
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氏 名 新役職 現役職 

鈴木 晃弘 
サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第１技術グループ課長 

サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

島内 真吾 
サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

山本 和紀 サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第１技術部 第３技術グループ課長 

ソリューション事業本部 
東北事業部 
第１技術部 
システムインテグレーショングループ課長 

内山 圭吾 
サービス事業本部 
システムインテグレーション事業部 
第２技術部 第２技術グループ課長 

（新任） 
 

岩住 貴博 管理本部 
人事部 人財室長 

（新任） 
 

若木 裕之 
管理本部 
技術統括部 
技術管理部 技術推進室長 

管理本部 
人事部 人財室 課長 

村田 昭仁 
管理本部 
技術統括部 
技術管理部 ＳＶ技術管理室長 

（新任） 
 

古内 光也 
管理本部 
技術統括部 
技術管理部 情報システム室長 

管理本部 
技術統括部 
事業推進部 技術推進室長 

 

 

３．添付資料 

2023 年 1 月 1 日付 サイバーコム株式会社組織図（簡易版） 

 

 

以 上  
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