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当社は、2018 年5 月1 日付で下記のとおり、組織改定並びに役員を含む人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．主な組織改定  

当社の強みを活かし成長していくことを目的に、従来のインテグレーションサービスグループ、ソリューションサービスグルー

プ、共通技術室を再編し、新たにデジタル・インキュベーショングループ、システム・インテグレーショングループ、ソリューショ

ン・サービスビジネスグループを新設する。あわせてエンベデッドグループについても事業拡大を目的とした再編を行う。 

 

【デジタル・インキュベーショングループ】 

デジタル社会における「新たな価値」を提供する次世代の核となるビジネスの育成・創出を目的とし、従来のソリューション

サービスグループと共通技術室を中心に改組、2 本部を新設する。 

①  デジタル・イノベーション本部 

共通技術室、イノベーション推進室を新設。 

②  デジタル・テクノロジー本部 

先端テクノロジー統括部、クラウドテクノロジー統括部を新設。 

 

【システム・インテグレーショングループ】 

当社のビジネス基盤であるキャリア・エネルギー分野、金融・公共分野の強化を目的とし、従来のインテグレーションサービ

スグループを中心に改組、3 本部を新設する。 

①  特定プロジェクト室 

組織横断的な、大規模プロジェクトへの対応を目的とし新設。 

②  第一システム事業本部 

金融・公共分野の強化・拡大を目的とし新設。第一システム事業部、第二システム事業部、第三システム事業部を置く。 

③  第二システム事業本部 

キャリア・エネルギー分野の強化・拡大を目的とし新設。第一システム事業部、第二システム事業部を置く。  

 

【ソリューション・サービスビジネスグループ】 

中堅企業向けビジネスの推進および当社の強みであるセキュリティソリューションの拡充、各種ソリューションの強化を目

的とし、従来のインテグレーションサービスグループとソリューションサービスグループを中心に改組、2 本部を新設する。 

①  ソリューション事業本部 

中堅企業向けビジネスの推進および建設業向けソリューションやCRM等のソリューションによりお客様ビジネスを支援す

ることを目的とし新設。産業ビジネス事業部、特定ビジネス事業部、ソリューション事業部を置く。 

② サービス事業本部 

セキュリティソリューション／ＦＥＮＣＥシリーズの強化、およびサービスビジネス拡大を目的とし新設。ＦＥＮＣＥ事業部、マ

ネージドサービス事業部、ＩＴサービス事業部を置く。  
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【エンベデッド・サービスグループ】 

当社独自の最大の強みである、エンベデッドビジネスをさらに拡大することを目指し、医療/自動車等成長分野へのシフトを

可能とするため、インテグレーションサービスグループから該当する部隊を移管し、リソースを集中する。また、エンベデッドシ

ステム本部をエンベデッドシステム事業本部に改称する。 

① エンベデッドシステム事業本部 

  第一システム開発部、第二システム開発部、第三システム開発部、第四システム開発部の４部を改組する。 

 

【経営企画室】 

経営企画室配下の組織を改組し、戦略企画部、創立５５周年記念事業推進室の２つの部・室を新設する。 

 

【プロジェクトアシュアランス室】 

品質管理の体制強化を目的とし、品質検証センター準備室を新設する。 

 

【コーポレートグループ】 

中国ビジネス推進室をビジネスマネジメント本部配下に移管し、中国ビジネス部に改称する。 

 

２．執行役員担務変更及び人事異動 
 

新役職名（担務） 氏 名 旧役職名（担務） 

デジタル・インキュベーショングループ担当、 
エンベデッド・サービスグループ担当、 
福岡開発センター担当 

 

取締役 
執行役員常務 
近藤 陽介 

エンベデッドサービスグループ担当、 
ソリューションサービスグループ担当、 
共通技術室担当、福岡開発センター担当、 
新事業戦略担当 

 

経営企画室担当、安心安全室担当、 
ビジネス支援室担当、 
ソリューション・サービスビジネスグループ担当、 
仙台開発センター担当、 
リスク・コンプライアンス担当 

取締役 
執行役員常務 
森 修一 

経営企画室担当、安心安全室担当、 
人事・総務本部担当、 
インテグレーションサービスグループ担当、 
仙台開発センター担当、 
ダイバーシティ推進担当、健康推進責任者、 
リスク・コンプライアンス担当 
兼 ビジネス支援室長 

 

ＣＦＯ、 
内部統制担当、経営監査室担当、 
業務改革推進室担当、 
コーポレートグループ担当、 
三島開発センター担当、 
ダイバーシティ推進担当、健康推進責任者 

 

取締役 
執行役員常務 
鈴木 伸二 

ＣＦＯ、 
内部統制担当、業務改革推進室担当、 
ビジネスマネジメント本部担当、 
三島開発センター担当 

兼 中国ビジネス推進室長 

 

プロジェクトアシュアランス室担当、 
システム・インテグレーショングループ担当、 
大阪開発センター担当 

第一システム事業本部長 

 

取締役 
執行役員常務  
宮崎 利美 

 

プロジェクトアシュアランス室副担当、 
インテグレーションサービスグループ副担当、 
大阪開発センター担当、 

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 
   第一システム事業部長 

 

プロジェクトアシュアランス室長 

 

執行役員 
前田 真利 

 

金融・公共システム本部長 

 

 

 

  



プロジェクトアシュアランス室 副室長 

兼 プロジェクトアシュアランス室 
 品質検証センター準備室長 

 

執行役員 
平塚 登 

産業・流通システム本部 特命事項担当 

デジタル・テクノロジー本部長 

兼 デジタル・テクノロジー本部 
 クラウドテクノロジー統括部長 

 

執行役員 
地引 一利 

ソリューションビジネス本部長 

第二システム事業本部長 

兼 特定プロジェクト室長 

 

執行役員 
野口 和也 

プロジェクトアシュアランス室長 

 

 

ソリューション事業本部長 執行役員 
木場 光人 

産業・流通システム本部長 

兼 産業・流通システム本部 大阪事業部長 

 

ソリューション事業本部 副本部長 

兼 ソリューション事業本部 
 プロジェクトアシュアランス室長 

兼 ソリューション事業本部 
 事業推進室長 

 

執行役員 
阿蘇 秀樹 

産業・流通システム本部 副本部長 

兼 産業・流通システム本部 事業推進室長 

 

エンベデッドシステム事業本部長 執行役員 
吉原 和浩 

 

エンベデッドシステム本部長 

経営企画室 戦略企画部長 

兼 経営企画室 
 創立５５周年記念事業推進室長 

 

菅原 儀隆 経営企画室 室員 

人事・総務本部 副本部長 

兼 人事・総務本部 人事部長 

 

西村 明倫 人事・総務本部 本部長代理 

兼 人事・総務本部 人事部長 

 

ビジネスマネジメント本部長 

兼 ビジネスマネジメント本部 経理部長 

兼 ビジネスマネジメント本部 
  中国ビジネス部長 

 

北 勝仁 ビジネスマネジメント本部長 

兼 ビジネスマネジメント本部 経理部長 

デジタル・イノベーション本部長 

 

小川 彰 共通技術室長 

 

デジタル・イノベーション本部 
共通技術室長 

兼 人事・総務本部 人事部 採用センター長 

 

伊藤 仁一郎 

 

人事・総務本部 人事部 採用センター長 

 

デジタル・イノベーション本部 
イノベーション推進室長 

 

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長 

   



デジタル・テクノロジー本部 
プロジェクトアシュアランス室長 

兼 デジタル・テクノロジー本部 
事業推進室長 

 

増田 真浩 

 

ソリューションビジネス本部 
プロジェクトアシュアランス室長 

兼 ソリューションビジネス本部 
   事業推進室長 

 

デジタル・テクノロジー本部 
先端テクノロジー統括部長 

 

春原 秀樹 共通技術室 ＡＩ／ＩｏＴ技術センター長 

特定プロジェクト室 Ｆプロジェクト室長 

 

森 幹雄 

 

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 

 

第一システム事業本部 副本部長 

兼 第一システム事業本部 
 事業推進室長 

 

谷垣 有治 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 

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 

兼 ソリューション開発本部 事業推進室長 

兼 社会基盤・ネットワークシステム本部 
   副本部長 

 

第一システム事業本部 
第一システム事業部長 

兼 第一システム事業本部 
   プロジェクトアシュアランス室長 

 

野村 清海 

 

金融・公共システム本部 
第二システム事業部長 

 

第一システム事業本部 
第二システム事業部長 

 

伊藤 秀信 

 

金融・公共システム本部 
第一システム事業部長 

 

第一システム事業本部 
第三システム事業部長 

 

西本 広宣 

 

金融・公共システム本部 
第三システム事業部長 

兼 金融・公共システム本部 
   プロジェクトアシュアランス室長 

兼 金融・公共システム本部 
   事業推進室長 

 

第二システム事業本部 
事業推進室長 

兼 第二システム事業本部 
   プロジェクトアシュアランス室長 

 

千葉 哲也 社会基盤・ネットワークシステム本部 
事業推進室長 

兼 社会基盤・ネットワークシステム本部 
   プロジェクトアシュアランス室長 

 

第二システム事業本部 
第一システム事業部長 

 

西口 丈弘 

 

社会基盤・ネットワークシステム本部 
第二システム事業部長 

 

第二システム事業本部 
第二システム事業部長 

 

小林 健二 

 

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 

 

ソリューション事業本部 副本部長 

 

小玉 純一 産業・流通システム本部 副本部長 



ソリューション事業本部 
産業ビジネス事業部長 

 

朝熊 一裕 産業・流通システム本部 
第一システム事業部長 

 

ソリューション事業本部 
特定ビジネス事業部長 

 

澳本 浩樹 産業・流通システム本部 
第二システム事業部長 

 

ソリューション事業本部 
ソリューション事業部長 

 

谷岡 律 

 

ソリューション開発本部 
第一システム事業部長 

  

サービス事業本部長 平井 雄一 サービスビジネス本部長 

サービス事業本部 事業推進室長 

兼 サービス事業本部 
 プロジェクトアシュアランス室長 

 

山本 俊樹 

 

サービスビジネス本部 事業推進室長 

兼 サービスビジネス本部  
   プロジェクトアシュアランス室長 

 

サービス事業本部 
ＦＥＮＣＥ事業部長 

 

新谷 剛 

 

サービスビジネス本部 
クラウドサービス事業部 プロジェクト部長 

 

サービス事業本部 
マネージドサービス事業部長 

 

鈴木 守 

 

サービスビジネス本部 
サービスマネジメント事業部長 

 

サービス事業本部 
ＩＴサービス事業部長 

 

安藤 嘉人 

 

サービスビジネス本部 
ＩＴサービス事業部長 

 

エンベデッドシステム事業本部 
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 

 

エンベデッドシステム事業本部 
事業推進室長 

 

一戸 高麿 

 

エンベデッドシステム本部 
事業推進室長 

 

エンベデッドシステム事業本部 
第一システム開発部長 

田沼 正 エンベデッドシステム本部 
第一システム開発部長  

 

エンベデッドシステム事業本部 
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 
第二システム開発部長 

 

エンベデッドシステム事業本部 
第三システム開発部長 

 

山口 伸一 

 

エンベデッドシステム本部 
第三システム開発部 プロジェクト部長 

兼 人事・総務本部 総務部 
 福岡開発センター長 

エンベデッドシステム事業本部 
第四システム開発部長 

一木 直滋 

 

エンベデッドシステム本部 
第四システム開発部長 

 

以上 


