
                                                                          

2023 年 3 月 13 日 

各 位 
会社名 ＵＴグループ株式会社 

代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一 

 （コード：2146 東証プライム） 

問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁                

電話番号 03(5447)1710 

 

 

2023 年 4 月 1 日付の新経営体制のお知らせ 

 

ＵＴグループ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：若山陽一、以下 ＵＴグルー

プ）は、2023 年４月 1 日付の経営体制を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

1. ＵＴグループ各社の新経営体制 

会社 役職 担当領域 氏名 

UＴグループ株式会社 

 

代表取締役社長 兼 CEO  スタッフ領域担当 若山 陽一 

取締役 兼 執行役員 事業領域担当 外村 学 

執行役員 サービス開発部門担当 山岸 建太郎 

執行役員 事業開発部門担当 守安 智 

執行役員 経営基盤部門担当 山田 隆仁 

執行役員 デジタル推進部門担当 並木 大 

執行役員 ＵＴスリーエム株式会社担当 筑井 信行 

執行役員 
事業開発部門  兼 Green Speed Joint 

Stock Company 担当 

相澤 祐治 

執行役員 
FUJITSU UT 株式会社 兼 

UT エフサス・クリエ株式会社担当 

森川 弘二 

執行役員 ＵＴコンストラクション株式会社担当 保苅 浩史 

執行役員 サービス開発部門担当 小野 雅人 

執行役員 経営基盤部門担当 澤入 正治 

 

 



                                                                          

 

セグメント 会社 役職 氏名 

マニュファクチャリング 

事業 

ＵＴエイム株式会社 代表取締役社長 外村 学（★） 

取締役 兼 執行役員 柏木 浩介 

取締役 兼 執行役員 眞部 克彦（★） 

取締役 山岸 建太郎 

取締役 山田 隆仁（★） 

執行役員 盛岡 勝 

執行役員 羽山 正人 

執行役員 小野 賢也 

執行役員 樫原 裕巳 

執行役員 小久保 勉 

執行役員 石渡 顕 

エリア事業 ＵＴコネクト株式会社 代表取締役社長 外村 学（★） 

取締役 兼 執行役員 山田 津寿 

取締役 山岸 建太郎 

取締役 小野 雅人 

取締役 下向 一宇 

取締役 山田 隆仁 

執行役員 渡辺 亜希良 

執行役員 本馬 隆信 

執行役員 廣田 幸司 

執行役員 佐藤 真澄 

執行役員 右田 俊教 

ＵＴスリーエム株式会社 代表取締役社長 筑井 信行（★） 

取締役 横山 真司 

取締役 松岡 美奈子（★） 

取締役 外村 学（★） 

取締役 守安 智 

取締役 西川 忠信（★） 

取締役 井塚 崇（★） 

ソリューション事業 FUJITSU ＵＴ株式会社 

 

代表取締役社長 森川 弘二 

取締役 外村 学（★） 

取締役(社外) 渡邉 聡 

ＵＴ東芝株式会社 代表取締役社長 重田 光治 

取締役 桜井 秀樹 



                                                                          

取締役 江口 幹 

取締役 外村 学（★） 

取締役 澤入 正治（★） 

ＵＴ エフサス・クリエ 

株式会社 

代表取締役社長 森川 弘二 

取締役 堀江 直也（★） 

取締役 外村 学（★） 

取締役(社外) 矢野 浩伯 

取締役(社外) 中津 博貴 

ＵＴ ＭＥＳＣ株式会社 代表取締役社長 渡辺 亜希良（★） 

取締役 山田 津寿（★） 

取締役 駒野 修一（★） 

取締役 小松原 健 

エンジニアリング事業 ＵＴテクノロジー 

株式会社 

代表取締役社長 布村 玲子（★） 

取締役 田村 博昭 

取締役 外村 学 

取締役 山岸 建太郎 

ＵＴコンストラクション 

株式会社 

代表取締役社長 保苅 浩史 

取締役 相原 湖 

取締役 田村 博昭 

取締役 外村 学（★） 

取締役 山岸 建太郎 

海外事業 

 

Green Speed Joint Stock 

Company 

取締役会長 相澤祐治（★） 

社長 Le Van Hoang 

取締役 山田 隆仁 

取締役 磯部 将樹 

取締役 
Phan guyen 

Thy Tho 

*（★）は新任 

以 上 

 



                                                                          

 

ＵＴグループは、1995 年の創業時から一貫して、はたらく人の成長と人生の安心に軸足を置いて成長。 

製造業への人材派遣を主として、 地域・業種・職種・勤務時間の垣根を越えて、様々な領域へのサービ

スを提供しています。「はたらく力で、イキイキをつくる。」をミッションとし、新しい社会インフラと

なる「これからのはたらき方のプラットフォーム」の創造を通じて、はたらく人と企業がともに成長で

きる持続的可能な社会の実現を目指しています。 

 

＜本件に関するお問い合せ先＞ 

ＵＴグループ株式会社  

経営改革部門 コミュニケーション戦略ユニット 広報セクション  

電話：03-5447-1710（代）  E-mail： prer@ut-g.co.jp 

会社概要 

会社名  ： ＵＴグループ株式会社（東証プライム市場上場） 

HP ： https://www.ut-g.co.jp/ 

所在地  ： 東京都品川区東五反田一丁目 11 番 15 号 電波ビル 6 階 

代表者  ： 代表取締役社長 兼 CEO 若山陽一 

設立    ： 2007 年 4 月 2 日 

資本金  ： 6.8 億円 

事業内容： 製造・設計・開発・建設分野等の無期雇用派遣事業 

従業員数： 48,163 名（連結）（2022 年 3 月末現在） 

mailto:prer@ut-g.co.jp
https://www.ut-g.co.jp/

