
 - 1 - 

2013年2月26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 執行役員 広報部長 大友 勝博 

（TEL.03-5546-7404）    

 
日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動 

 
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（2013年4月1日） 
 
     役員人事（2013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（2013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、システム購買統括部、業務部、広報部、人事

総務部、法務部、支社・支店） 
       ◆ 子会社社長人事（USOL 北海道、USOL 東北、USOL 関西、USOL 中国、USOL 九

州、USOLベトナム） 
 
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 2013 年 4 月 1 日 

 
（1）ICT最適化の浸透促進とビジネス効率化の推進 

オンプレミスや、クラウドを含めた ICT 最適化を促進させ、ユーザ内シェアの拡大をするこ

とを目的に、発展的にU-Cloud事業部を解散し、各事業部門内に二段組織としてU-Cloud営業

部を編制する。郵政グループのビジネス拡大を目的に、社会的責任の大きいシステム開発かつ

大規模開発実績の多い金融事業部門に郵政プロジェクトを編制し、確実なプロジェクト遂行を

実施していく。ビジネス連鎖促進を目的に公共事業部門のトランスポーテーション（エアライ

ン、輸送など）分野を集約し、「公共第三事業部」として再編する。（エアライン事業部の廃

止） 
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（2）グループのインフラビジネスとサービスビジネスの強化 
インフラ・基盤技術力強化と個々人のスキル向上を目的に、グループ内に分散していたインフ

ラ・基盤/運用技術者の集約を図る。また、ワンマネジメントによるサービスビジネスのスピー

ドアップと品質向上を促進する。これに伴い U-Cloud 事業部門の技術部署、システム技術部門 

システム基盤開発技術部、システム技術統括部 運用部署およびネットマークスの基盤技術主

管部を再編し、ユニアデックス内に「システムマネジメントサービス事業本部」を新設し統合

する。（U-Cloud事業部門、U-Cloud事業部の廃止）（システム基盤開発技術部の廃止）  
BPOサービスノウハウの吸収、BPOサービス事業化本格検討を目的に、日本ユニシス・ビジ

ネスをBPOサービス提供会社として位置付ける。これに伴い総務機能は日本ユニシス人事部に

移管し、「人事総務部」とする。なお、BPOサービス分野における大日本印刷株式会社との協

業については日本ユニシス・ビジネスがDXNビジネス推進部と協調して検討していく。 
 

（3）グループマーケティング強化 
グループマーケティング強化を目的に「ビジネスイノベーション部門」を新設する。部門内

には総合マーケティング部、社会基盤事業推進部を編制し、新たに今後注力していくビジネス

（ビッグデータ、コミュニケーション等）の企画・販売支援機能を司る「新ビジネス推進

部」を新設する。また、急務となっているグループグローバル戦略の強化を目的に、「グロー

バルビジネス推進部」を新設する。 
 

（4）システムサービス品質向上 
システムサービスマネジメント強化によるシステムサービス品質向上を目的に、営業との一体

感を損なわぬよう事業部を再編し、金融事業部門に「金融システム第一本部」、「金融システ

ム第二本部」、製造流通事業部門に「製造流通システム本部」、公共事業部門に「公共システ

ム本部」を新設再編する。 
 

（5）組織名称の変更 
以下の通り組織名称を変更する。 
（現組織名）              （新組織名） 
公共サービス事業部 公共第一事業部 
官公庁事業部 公共第二事業部 
 

【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。 
 

【新任】                                                                （ ）内は現在の役職 
 ▽取締役 小槙 達男（大日本印刷株式会社 常務役員） 
 ▽取締役 川田 剛 （税理士・明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科 教授） 
 

◆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。 
 

【新任】                                                                （ ）内は現在の役職 
 ▽監査役〔非常勤〕 古谷 滋海（大日本印刷株式会社 常務役員） 
 ▽監査役〔非常勤〕 野田 雅生（弁護士・野田総合法律事務所 代表パートナー） 
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【退任】 
▽監査役 池 英治 [6月任期満了後顧問に就任予定] 
▽監査役〔非常勤〕 清塚 勝久 
 

【人事異動】 発令日 2013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  角 泰志 
上席専務執行役員 専務執行役員  龍野 隆二 
上席常務執行役員 
関西支社長 

常務執行役員  秋山 眞 

常務執行役員 執行役員 法務部長  山下 良一 
執行役員 
人事総務部長 

人事部長  松尾 桂志 

執行役員 
製造流通事業部門 
副部門長 

ビジネスサービス事業部長  齊藤 昇 

なお、角 泰志と龍野 隆二は、代表取締役を継続する。 
 
【退任】（3月末日任期満了退任予定） 
▽上席常務執行役員 澤田 啓  [4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽執行役員 山田 正志 [4月1日をもって顧問に就任予定] 
 

◆組織長人事  
 
■金融事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
金融事業部門 副部門長 広報部長 執行役員 大友 勝博 
金融事業部門 副部門長 
兼 郵政プロジェクト長 

U-Cloud 事業部門 U-Cloud 事

業部長 
執行役員 吉岡 哲郎 

金融第一事業部 副事業部長 金融第一事業部 金融営業二

部長 
 小石 良明 

金融第二事業部 副事業部長 金融第二事業部 関西支社金

融営業一部長 
 保科 寛樹 

金融システム第一本部長  金融事業部門 

副部門長 
橋本 博文 

金融システム第二本部長 金融第三事業部 副事業部長

兼 金融第二事業部 副事業

部長 

 星 恒夫 

金融システム第二本部 副本部

長 
金融第二事業部  関西中国金

融システム統括プロジェクト

マネージャー 

 山下 正明 
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新職 旧職 継続職 氏名 
郵政プロジェクト 副プロジェ

クト長 
システム技術部門 システム

基盤開発技術部長 兼 U-
Cloud 事業部門 U-Cloud 事業

部 副事業部長 

執行役員 福島 康夫 

郵政プロジェクト 副プロジェ

クト長 
金融第一事業部 ビジネス推

進統括プロジェクト長 
 佐々木 貴司 

 
■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 部門長付 公共事業部門 官公庁事業部

長 
 柴田 光宏 

流通第一事業部長 流通第一事業部 流通営業三

部長 
 吉清 恵一 

ビジネスサービス事業部長 流通第一事業部長  渡邉  岳治 
ビジネスサービス事業部 副事

業部長 
ビジネスサービス事業部  
関西ビジネスサービス営業部

長 

 田中 建 

製造流通システム本部長  執行役員 
製造流通事業部

門 副部門長 

岡田 正之 

製造流通システム本部 副本部

長 
製造流通事業部門 副部門長 
 

 荻野 富二夫 

製造流通システム本部 副本部

長 
システム技術部門 システム

技術統括部長 
 吉野 良成 

製造流通システム本部 副本部

長 
ビジネスサービス事業部 
関西OSサービス部長 

 宮本 智之 

 
■公共事業部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
公共事業部門 副部門長  
兼 公共第一事業部長 

公共サービス事業部長 執行役員 小西 宏和 

公共第二事業部長 公共サービス事業部 エネル

ギービジネス二部長 
 石山 直樹 

公共第三事業部長 エアライン事業部長  永井 和夫 
公共システム本部長  執行役員 

公共事業部門 

副部門長 

石山 耕一 

公共システム本部 副本部長 公共サービス事業部 エネル

ギーサービス一部長 
 須貝 達也 

 
■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長  代表取締役専務

執行役員 
製造流通事業部

門長 

平岡 昭良 
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新職 旧職 継続職 氏名 
総合マーケティング部 副部長 U-Cloud 事業部門 U-Cloud

事業部  副事業部長 
 河合 善広 

新ビジネス推進部長 公共事業部門 公共サービス

事業部 副事業部長 
 森口 秀樹 

グローバルビジネス推進部長 公共事業部門 公共サービス

事業部 次世代ビジネス部長 
 竹田 幸博 

 
■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 関西支社長 兼 USOL 関西  

代表取締役社長 
執行役員 田﨑 稔 

 
■システム購買統括部 

新職 旧職 継続職 氏名 
システム購買統括部長 公共事業部門 エアライン事

業部 移行統括部長 
 野村 康信 

 
■業務部 

新職 旧職 継続職 氏名 
業務部長 経営企画部 経営企画室長  宮下 尚 
 
■広報部  

新職 旧職 継続職 氏名 
広報部長 北海道支店長 兼 USOL 北

海道 代表取締役社長 
 林 幸彦 

 
■人事総務部  

新職 旧職 継続職 氏名 
人事総務部 副部長 人事部 副部長  白井 久美子 
 
■法務部 

新職 旧職 継続職 氏名 
法務部長 法務部 事業法務室長 

兼 知的財産法務室長 
兼 監査役室長 

 中根 則男 

 
■支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
中部支社長 業務部長  栗山 進至 
北海道支店長   秋田 茂 
東北支店長 製造流通事業部門 流通第一事

業部 流通営業一部長 
 渋谷 裕 
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◆子会社社長人事 
新職 旧職 継続職 氏名 

USOL北海道 代表取締役社長 システム購買統括部長  服部 克己 
USOL東北 代表取締役社長 公共事業部門 副部門長 USOL ホールディ

ングス 常務取締役 
兼 USOL 東京 代
表取締役社長 

山田 正志 

USOL関西 代表取締役社長 中部支社長 USOL 中部 代表取

締役社長 
住井 孝司 

USOL中国 代表取締役社長  
兼 USOL九州 代表取締役社長 

USOL 九州 金融システ

ム部長 
 松掛 憲吾 

USOLベトナム 代表取締役社長   渡部 浩 
 

以上 
 

 

＜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 
 

 


