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〔人事異動〕

新職 旧職 継続職 氏名

＜役員人事＞

経営執行役専務
事業部門担当

経営執行役常務
ＣＴＯ
兼フロントソリューション事業本部長
兼品質保証本部長

松森　邦彦

経営執行役常務
営業本部長
兼ビジネス企画推進本部担当

経営執行役
営業本部副本部長

立山　龍二

経営執行役常務
兼サービス事業本部担当
兼フロント・バリュー事業本部担当

経営執行役
兼サービス事業本部副本部長

インテグレーション事業本部長 渡部　広史

経営執行役
グローバルビジネス本部副本部長

富士通株式会社 大宅　修平

経営執行役
グローバルビジネス本部副本部長

グローバルビジネス推進本部長代理
兼営業推進統括部第二営業部長

兼グローバルビジネス本部営業推進統括部長 斎藤　健志

経営執行役
営業本部副本部長

営業本部長代理
兼マネジメントセンター長

兼公共産業営業統括部長 中三川　和則

＜コーポレートセンター＞
人事総務統括部人材開発センター長 齋藤　和成
＜財務経理本部＞
財務経理本部長代理 兼経理部長 藤岡　宣孝
＜輸出管理室＞
輸出管理室長代理 品質保証本部グローバル品質サポート室長 高沢　浩明
＜リスク・コンプライアンス室＞
リスク・コンプライアンス室長代理 営業本部公共産業営業統括部プロジェクト統括部長 斎藤　哲司
＜事業推進本部＞

事業推進本部長代理
兼業務統括部長
兼富士通株式会社

中本　健司

ＢＰＲ推進室長 ビジネス推進統括部長 鈴木　治

ＢＰＲ推進室長代理
システム製造本部生産管理統括部長代理
兼マテリアルオペレーション部長

下川　裕樹

兼ＢＰＲ推進室担当部長 業務統括部担当部長 夏井　仁
ビジネス推進統括部長
兼ＢＰＲ推進室員

富士通株式会社 堀部　達夫

＜営業本部＞
営業本部副本部長
兼ビジネス企画推進本部副本部長

富士通株式会社 福永　一徳

フロントバリュービジネス営業統括部共創支援営業部長
フロントバリュービジネス営業統括部パートナー支援営業
部長

宮島　隆
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兼金融営業統括部第二営業部長 金融営業統括部長 荒井　隆
兼公共産業営業統括部担当部長 公共産業営業統括部東北支店長 田代　武
兼西日本支社担当部長 公共産業営業統括部中部支店長 横山　崇
兼営業本部主席部長 西日本支社長 高倉　秀憲
＜ビジネス企画推進本部＞
ビジネス推進統括部長代理
兼デジタルフロント営業部長
兼営業本部マネジメントセンター長

営業本部金融営業統括部第二営業部長 対馬　一雄

ビジネス推進統括部ビジネス企画部長 ビジネス推進統括部営業企画部長 濱田　敬子
ビジネス推進統括部キャッシュサービス営業部長 ビジネス推進統括部営業部長 柏木　義博
＜グローバルビジネス本部＞
営業推進統括部第二営業部長 古湊　英紀
＜グローバルプロダクト事業本部＞
グローバルプロダクト事業本部長代理 メカコンポーネント事業部長 加藤　雄二

メカコンポーネント事業部長
メカコンポーネント事業部長代理
兼第三技術部長

南新　勇人

メカコンポーネント事業部長代理 メカコンポーネント事業部主席部長 中沢　広志
メカコンポーネント事業部担当部長 上田　浩之
メカコンポーネント事業部企画部長 メカコンポーネント事業部第一技術部長 宍戸　睦
メカコンポーネント事業部第一技術部長 川瀬　和彦
＜金融プロダクト事業本部＞

金融システム事業部長
金融システム事業部長代理
兼第二技術部長

稲岡　秀行

金融システム事業部長代理
兼三技術部長

金融システム事業部第四技術部長 大川　正徳

金融システム事業部担当部長 金融システム事業部第一技術部長 福留　誠
金融システム事業部第一技術部長 向川　聡
金融システム事業部第二技術部長 金融システム事業部第三技術部長 伊藤　貴彦
＜インテグレーション事業本部＞
ビジネス推進統括部長代理 兼ビジネス推進統括部事業推進部長 高橋　秀行

イノベーション事業部長
兼インテグレーション事業本部開発技術推進室長代理
兼サービス事業本部主席部長

兼株式会社富士通フロンテックシステムズ 阿久津　和弘

第一ソリューション事業部プロジェクト部長 ＡＴＭソリューション事業部第一システム部長 五十嵐　俊介
第一ソリューション事業部第一システム部長 南雲　智枝
第二ソリューション事業部長代理
兼第二システム部長

金融ソリューション事業部第三システム部長
兼開発技術推進室担当部長

兼フロント・バリュー事業本部認証ソリューション事業部ソ
リューション開発部長

中澤　輝男

第二ソリューション事業部プロジェクト部長
兼イノベーション事業部開発支援部長

金融ソリューション事業部第二システム部長 植原　亨

第二ソリューション事業部第一システム部長
兼イノベーション事業部ソリューション開発部長

金融ソリューション事業部第一システム部長 狩野　通也

第二ソリューション事業部第三システム部長 箕浦　好一
第三ソリューション事業部長代理
兼フロント・バリュー事業本部ＩｏＴソリューション事業部長
代理

産業ソリューション事業部第三システム部長
兼フロント・バリュー事業本部ＩｏＴソリューション事業部ソ
リューション開発部長

関谷　真司

第三ソリューション事業部第二システム部長 桐生　智明

第三ソリューション事業部第三システム部長
株式会社富士通フロンテックシステムズ
兼インテグレーション事業本部産業ソリューション事業部
プロジェクト部長

都木　幸夫

＜サービス事業本部＞
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サービス事業本部長代理 サービス事業本部主席部長 野口　真一郎
兼新領域ビジネス開拓室長 サービス事業本部主席部長 青木　謙次
サービス事業本部主席部長
兼ＬＣＭサービスデリバリ事業部イオンＬＣＭセンター長

ＬＣＭサービスデリバリ事業部長
兼フロントソリューション事業本部主席部長

栗林　和弘

サービス事業本部プロジェクト部長 サービス事業本部担当部長 兼株式会社富士通フロンテックシステムズ 野口　吉宣
金融サービスビジネス事業部金融サービス推進部長 金融サービスビジネス事業部第二サービス部長 米山　淳一
金融サービスビジネス事業部第二サービス部長 齋藤　勝政
ＬＣＭサービスデリバリ事業部長
兼フロントソリューション事業本部主席部長

ＬＣＭサービスデリバリ事業部長代理 兼ＬＣＭサービスデリバリ事業部第一サービス部長 森　誠司

ＬＣＭサービスデリバリ事業部長代理 兼ＬＣＭサービスデリバリ事業部第二サービス部長 山本　一樹
ＬＣＭサービスデリバリ事業部第三サービス部長 奈良　俊則
＜フロント・バリュー事業本部＞
ＩｏＴソリューション事業部ソリューション開発部長 田中　徹
＜産業公共システム事業本部＞
事業戦略推進統括部プロジェクト部長 久山　善和
＜品質保証本部＞
品質保証本部副本部長 品質保証本部長代理 大木　徹

ソリューション・サービス品質保証統括部長代理
ソリューション・サービス品質保証統括部ソリューション・
サービス品質監査部長

兼リスクコンプライアンス室セキュリティ監査部長 小池　宏幸

ソリューション・サービス品質保証統括部ソリューション・
サービス品質監査部長

ソリューション・サービス品質保証統括部ソフトウェア検証
部長

川島　崇

ソリューション・サービス品質保証統括部ソフトウェア検証
部長

片山　康彦

グローバル品質サポート室長
グローバルビジネス推進本部営業推進統括部担当部長
兼品質保証本部グローバル品質サポート室長代理

東條　卓郎

メカコンポーネント品質保証統括部長
金融システム品質保証統括部長代理
兼メカコンポーネント品質保証部長

新行内　克幸

メカコンポーネント品質保証統括部担当部長 宮腰　国彦
金融システム品質保証統括部長代理
兼品質企画部長

金融システム品質保証統括部金融システム品質保証部
長

風間　剛

兼金融システム品質保証統括部金融システム品質保証
部長

金融システム品質保証統括部システム評価センター長 鈴木　英明

流通システム品質保証統括部公共システム品質保証統
括部プロジェクト部長

根岸　宏之

公共システム品質保証統括部プロジェクト部長 流通システム品質保証統括部プロジェクト部長 砂畑　政雪
＜システム製造本部＞
兼生産管理統括部マテリアルオペレーション部長 生産管理統括部長 小玉　裕一

発令日：4月1日

〔機構改革〕

営業本部フロントバリュービジネス営業統括部パートナー支援営業部を共創支援営業部に改称し、パートナーとの協創を進める事で更なるパートナービジネスの活性化を図る。

事業推進本部にＢＰＲ推進室を新設し、ものづくり改革、更なる効率化のための仕組み構築に向けた体制強化を図るとともに、プロダクトビジネス及びサービスビジネスにおけるSCMの改革
を全社横断的に推進する。

ビジネス企画推進本部ビジネス推進統括部営業企画部をビジネス企画部に改称し、マーケティングと全社販売プロモーション機能を強化する。
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以 上

グローバルプロダクト事業本部メカコンポーネント事業部に企画部を新設し、市場調査活動／顧客課題解決に合わせた製品企画及び顧客開発サポートを行い拡販強化する。

グローバルビジネス推進本部をグローバルビジネス本部に改称する。

金融プロダクト事業本部金融システム事業部内の再編を行い第四技術部を廃止し４部体制とし、国内金融市場における製品企画力、開発力の強化を図る。特に、自動機／営業店といった
製品毎の垣根を無くし、それぞれのノウハウを集約するとともに、海外向け装置開発から製造体制の強化を狙い、開発体制の再構築を行う。

インテグレーション事業本部開発技術推進室の機能を統合し、コンタクトポイントの企画・商品化、キーワード認識技術の汎用化・商品化、先端技術ビジネスの深耕、北米ソリューションビジ
ネス拡大支援等、新ビジネス創出をリードする組織としてイノベーション事業部を新設する。
なお、イノベーション事業部には、ソリューション開発部と、開発支援部を置く。

サービス事業本部は金融系・流通系以外の事業領域や海外ビジネスの開拓によるビジネス拡大に向け、本部直下に新領域ビジネス開拓室を新設する。

品質保証本部にメカコンポーネント品質保証部統括部を新設し、金融システム品質保証統括部メカコンポーネント品質保証部の機能を移管のうえ海外製品の品質保証体制・責任の明確化
と強化を図る。

サービス事業本部金融サービスビジネス事業部は、今後のビジネス推進、強化を図るため現業／新規ビジネスの担務を棲み分けるため、金融サービス推進部を新設する。

サービス事業本部LCMサービスデリバリ事業部に、イオンビジネスの責任体制の明確化と業務の独立性確保のためイオンＬＣＭセンターを新設する。
また、TC/CMビジネスの拡大と損益管理明確化のため、第三サービス部を新設する。

ビジネス企画推進本部ビジネス推進統括部にデジタルフロント営業部を新設し、先進ビジネスの立ち上げを推進するとともに、ＲＦＩＤ・認証・ソリューションビジネスの立ち上げと各単体ビジネ
スを統合する。

グローバルプロダクト事業本部メカコンポーネント事業部第三技術部を第一技術部に統合し、紙幣系メカコンポーネントの研究・開発の効率化を図る。

インテグレーション事業本部ＡＴＭソリューション事業部を第一ソリューション事業部に、金融ソリューション事業部を第二ソリューション事業部に、産業ソリューション事業部を第三ソリューショ
ン事業部に改称し、業際市場の開拓によりビジネス拡大を目指す。

ビジネス企画推進本部ビジネス推進統括部営業部をキャッシュサービス営業部に改称し、キャッシュハンドリングビジネスの更なる拡販体制を強化する。
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