2017 年 4 月 3 日
株式会社富士通ビー・エス・シー
[証券コード 4793]

組織の改定並びに人事異動に関するお知らせ
当社は、2017 年 4 月 1 日付けで下記のとおり、組織改定並びに人事異動を行いましたのでお知らせいたします。

記
１．組織改定
① 共通技術室
・「ＩｏＴ技術センター」を「ＡＩ/ＩｏＴ技術センター」へ改称する。
② ビジネス支援室
・知財業務、契約審査業務、営業支援業務を集約し強化を図る目的で、「戦略ビジネス企画室」を「ビジネス支援
室」に改組し、配下に「営業支援室」「契約支援室」を設置する。
「営業支援室」・・・知財業務、営業支援業務
「契約支援室」・・・契約審査業務を「PA 室契約審査室」、「業務部」より移管
③ イノベーション推進室 [廃止]
・「イノベーション推進室」を廃止する。
【コーポレートグループ】
① 経営企画室
・経営サポート本部から「経営企画室」を社長直下とし、配下に「共創推進室」と「広報ＩＲ室」を移管する。
② 業務改革推進室 [新設]
・社内システム更改推進業務を集約し強化を図る目的で、「業務改革推進室」を新設する。
「情報システムセンター」・・・「情報システム部」より移管
「コーポレート改革推進室」・・・「ビジネスサポート本部」より移管
③ 人事・総務本部
・経営サポート本部を「人事・総務本部」に改組する。
「人事部」・・・「人事部」、「年金サポート室」を統合する。配下に「採用センター」を新設し、「人材開発部」の採用
機能を移管する。
「教育部」・・・「人材開発部」の教育機能を移管する。
④ ビジネスマネジメント本部
・本部名称を「ビジネスサポート本部」から、「ビジネスマネジメント本部」へ改称する。
【インテグレーションサービス（IS）グループ】
① ソリューション開発本部 [新設]
・ソリューションビジネスの強化を目的として「ソリューション開発本部」を新設し、主要ソリューションを集約する。
「第一システム事業部」・・・CRM ソリューションビジネス
「第二システム事業部」・・・BillingSaver を主とするソリューションビジネス
「第三システム事業部」・・・BI ソリューションビジネス
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【エンベデッドサービス（ES）グループ】
① エンベデッドシステム本部
・事業部制を廃止し「第一システム開発部」～「第四システム開発部」を設置し、各開発部の担当範囲を絞ることに
より責任分担の強化をはかる。
② イノベーション推進室 [廃止]
・「イノベーション推進室」を廃止する。
２．人事異動
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ビジネスマネジメント本部長
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ビジネスサポート本部 副本部長
兼 ビジネスサポート本部 経理部長

ソリューション開発本部長
兼 ソリューション開発本部
第三システム事業部長

谷垣 有治

社会基盤・ネットワークシステム本部長
兼 社会基盤・ネットワークシステム本部
第二システム事業部長

ソリューション開発本部 事業推進室長
兼 ソリューション開発本部
プロジェクトアシュアランス室長

中村 泰啓

社会基盤・ネットワークシステム本部
事業推進室員

ソリューション開発本部
第一システム事業部長

谷岡 律

ＣＲＭソリューション推進室長

ソリューション開発本部
第二システム事業部長

横山 知行

社会基盤・ネットワークシステム本部
第二システム事業部 プロジェクト部長

社会基盤・ネットワークシステム本部
第二システム事業部長

西口 丈弘

社会基盤・ネットワークシステム本部
第一システム事業部 プロジェクト部長

社会基盤・ネットワークシステム本部
第二システム事業部 プロジェクト部長

原 昌伸

社会基盤・ネットワークシステム本部
第一システム事業部 プロジェクト課長

産業・流通システム本部
第一システム事業部 プロジェクト部長

若林 徹

産業・流通システム本部
第一システム事業部 プロジェクト課長

金融・公共システム本部
第一システム事業部長

伊藤 秀信

金融・公共システム本部
第一システム事業部 プロジェクト部長

金融・公共システム本部
第二システム事業部長

野村 清海

金融・公共システム本部
第二システム事業部 プロジェクト部長

エンベデッドシステム本部
第一システム開発部長
兼 エンベデッドシステム本部
事業推進室長

鈴木 雅彦

エンベデッドシステム本部
第一システム事業部長
兼 （ＥＳＧ）イノベーション推進室員

エンベデッドシステム本部
第一システム開発部 プロジェクト部長

岸上 行雄

エンベデッドシステム本部
第一システム事業部 プロジェクト課長

エンベデッドシステム本部
第二システム開発部長

徳永 龍太

エンベデッドシステム本部
第一システム事業部 プロジェクト部長
兼 （ＥＳＧ）イノベーション推進室員

エンベデッドシステム本部
第二システム開発部 プロジェクト部長

荒木 伸一

エンベデッドシステム本部
第一システム事業部 プロジェクト課長

エンベデッドシステム本部
第三システム開発部長
兼 エンベデッドシステム本部
プロジェクトアシュアランス室長

永坂 辰己

エンベデッドシステム本部
第二システム事業部長
兼 エンベデッドシステム本部
プロジェクトアシュアランス室長
兼 （ＥＳＧ）イノベーション推進室員

エンベデッドシステム本部
第四システム開発部長
兼 共通技術室
ＡＩ/ＩｏＴ技術センター 室員

一木 直滋

エンベデッドシステム本部
第二システム事業部 プロジェクト部長
兼 （ＥＳＧ）イノベーション推進室員
兼 共通技術室
ＩｏＴ技術センター 室員

ソリューションビジネス本部
セキュリティソリューション開発部長

森岡 諭司

ソリューションビジネス本部
デジタルビジネスソリューション開発部長
兼 共通技術室
ＩｏＴ技術センター 室員

ソリューションビジネス本部
デジタルビジネスソリューション開発部長

下之薗 亮

ソリューションビジネス本部
デジタルビジネスソリューション開発部
プロジェクト部長

以上

