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2014年2月27日 
各  位 
 

上場会社名 日本ユニシス株式会社    
代表者名  代表取締役社長 黒川 茂 

（コード番号 8056 東証第1部） 
                           問合せ先  広報部長 林 幸彦 

（TEL.03-5546-7404）    
 

日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動 （代表取締役の異動を含む） 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：黒川 茂、以下 日本ユニシス）は、下記の通り機構改

革と人事異動を行います。 
 

     機構改革（2014年4月1日） 
 
       役員人事（2014年6月予定） 
      ◆ 取締役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 
      ◆ 監査役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 

人事異動（2014年4月1日） 
◆ 執行役員人事 
◆ 組織長人事（金融事業部門、製造流通事業部門、公共事業部門、ビジネスイノベー

ション部門、DXN ビジネス推進部、システム技術部門、経理部、経営企画部、 

支社・支店） 
       ◆ 子会社社長人事（日本ユニシス・エクセリューションズ、ユニエイド、日本ユニシ

ス・アカウンティング） 
 
日本ユニシスグループは、「お客様と共に ICT で『人と環境にやさしい』社会を実現する」と

いう使命のもと、2012年度からの中期ビジョンとして、 
① ICT の最適化を実現できるNo.1パートナーとなる 
② ICT を梃子にお客様に付加価値を提供できるパートナーとなる 
③ ICT を活用し社会基盤の提供に貢献できるパートナーとなる 

を掲げ、3 年でコアビジネスの拡大による収益基盤安定化を行い、新たな機会からビジネス拡大

を目指しています。 
新年度では、「コアビジネスの拡大」、「共創ビジネス／BPO モデルの確立」、「社会基盤ビジネ

スへの進出」をさらに推し進めていくことを目的に、機構改革・人事異動を行います。 
 

【機構改革】 変更日 2014 年 4 月 1 日 
 

2014 年度は、中期経営計画（2012→2014）の最終年度として計画の着実な実行と、今後の成長

戦略の強化を図るべく、以下の改定を実施する。 
 
1．中期経営計画を軸にした新たな成長戦略の強化 
■コアビジネスの強化 
運用フェーズからのビジネス拡大の検討、およびソーシャルメディアの普及に対応した基 
盤技術（セキュリティ、モビリティ、クラウド、ネットワーク技術など）を強化するため、 
「エンハンス／セキュリティ準備室」をシステム技術部門に新設する。 
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■新たな機会への対応方針の検討 
外部環境のビジネスニーズの変化に対応するため、ビジネスアグリゲーション部を新設す 
る。ビジネスアグリゲーション部は、①IＴデバイスやソーシャルメディアの普及をキャッ 
チアップし、消費者目線・パワーユーザのサービス商品開発、②2020年に開催される国際 
イベントである東京オリンピックに対し、日本ユニシスグループの対応、③新たなサービ 
スビジネスや事業に対応したキャリアデザインの検討・推進を行う。 

 
2．事業部顧客再編 
公共事業部門を中期経営計画の注力戦略から、公共第一事業部を「地域インフラサービス

関連ビジネス」、公共第二事業部を「地域医療サービスビジネス」、公共第三事業部を「旅

客・サービスビジネス」に再編し、一部の要員を他部門へ再配置する。 
 

【役員人事】 

◆取締役人事 

本日開催の取締役会において、下記の通り取締役人事を内定しました。なお、本人事は、本年 6 月開催

予定の第70回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。 
 

【新任】                                                                （ ）内は現在の役職 
 ▽取締役 向井 俊雄（当社 執行役員 兼 経理部長） 
  なお、向井 俊雄は4月1日をもって、常務執行役員に就任予定。 

 
【退任】 
▽取締役 角 泰志 [6月任期満了後顧問に就任予定] 
 なお、角 泰志は3月末日をもって、代表取締役を辞任し、取締役になるとともに、上席専務執行役

員を任期満了退任予定。 
 

◆監査役人事 

本日開催の取締役会において、下記の通り監査役人事を内定しました。なお、本人事は、本年 6 月開催

予定の第70回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。 
 

【新任】                                                                （ ）内は現在の役職 
 ▽監査役         内山 悦夫（農中ビジネスサポート株式会社 代表取締役社長） 

 
【退任】 
▽監査役 髙岡 淳 [6月任期満了後退任予定] 
 

【人事異動】 発令日 2014年 4月 1日 

 
◆執行役員人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
上席専務執行役員 専務執行役員  高橋 修 
執行役員 
兼 ビジネスイノベーショ

ン部門 部門付 

三井物産株式会社 理事 
兼 北海道支社長 

 角田 道彦 
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新職 旧職 継続職 氏名 
執行役員  品質保証部長 笹尾   忍 
執行役員  公共事業部門 公共第三

事業部長 
永井 和夫 

執行役員 
兼 ビジネスイノベーショ
ン部門 副部門長 

 ビジネスイノベーション
部門 社会基盤事業推進
部長 

八田 泰秀 

執行役員 
兼 経営企画部長 

金融事業部門 副部門長 
兼 金融第三事業部長 

 葛谷 幸司 

執行役員  金融事業部門 副部門長 
兼 金融システム第一本
部長 

橋本 博文 

なお、高橋 修は、代表取締役を継続する。 
 
【退任】（3月末日任期満了退任予定） 
▽上席専務執行役員 龍野 隆二 
▽上席常務執行役員 入部 泰 
▽執行役員 吉岡 哲郎 [4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽執行役員 福島 康夫 [4月1日をもって顧問に就任予定] 
なお、 
龍野 隆二は、代表取締役を継続する。[コンプライアンス委員会 委員長、CSR委員会 委員長を継続する] 
入部 泰は、ユニアデックス代表取締役社長を継続する。 
 

◆組織長人事  
 
■金融事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
金融第二事業部長 金融第一事業部 副事業部長  永島 直史 
金融第三事業部長 金融第二事業部長 

兼 金融第三事業部 副事業
部長 

 竹内 裕司 

金融システム第二本部 副本部

長 
金融システム第二本部 金融

システムサービス部長 
 宮田 勲 

郵政プロジェクト長 
兼 金融第一事業部 副事業部

長 

製造流通事業部門 部門長付  柴田 光宏 

郵政プロジェクト 副プロジェ

クト長 
 公共事業部門 

公共システム本

部 副本部長 

須貝 達也 

 
■製造流通事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
製造流通事業部門長 製造流通事業部門 副部門長 執行役員 齊藤 昇 
製造流通事業部門 部門付 ネットマークス 常務執行役

員 
 上山 広三 

製造流通システム本部長 製造流通システム本部 副本
部長 

 宮本 智之 

製造流通システム本部 副本部

長 
製造流通システム本部 BS
システム三部長 

 松田 勇 
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■公共事業部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

公共第一事業部 副事業部長 公共第一事業部 中部公共ビ

ジネス部長 
 藤田 優 

 
■ビジネスイノベーション部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
ビジネスイノベーション部門 

副部門長 
兼 ビジネスアグリゲーション

部長 

経営企画部長 執行役員 兵働 広記 

ビジネスイノベーション部門 

部門付 

日本ユニシス・エクセリュー

ションズ 代表取締役社長 

 石原 邦夫 

ビジネスアグリゲーション部 

副部長 
人事総務部 副部長  白井 久美子 

 
■DXNビジネス推進部 

新職 旧職 継続職 氏名 
DXNビジネス推進部長 DXN ビジネス推進部 提携

推進室長 
 塚田 勝之 

 
■システム技術部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
エンハンス／セキュリティ準備

室長 
兼 アドバンスド技術部 副部

長 

ユニアデックス 執行役員 
 

 林 尊 

 
■経理部 

新職 旧職 継続職 氏名 
経理部長 経理部 副部長  穂谷 朗生 
 
■支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
新潟支店長 広報部 ユニシス研究会事務

局長 
 小幡 知行 

 
◆子会社社長人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
日本ユニシス・エクセリューシ

ョンズ 代表取締役社長 

製造流通事業部門 製造工業

事業部 副事業部長 

 今村 康 

ユニエイド 代表取締役社長 金融事業部門 金融システム

第二本部 副本部長 
 山下 正明 

日本ユニシス・アカウンティン

グ 代表取締役社長 
日本ユニシス・アカウンティ

ング 会計三部長 
 松嶋 安隆 

 
以上 
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＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

日本ユニシス株式会社 広報部 報道室 小林 
電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
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