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平成 25 年２月 26 日 

各位 

インフォコム株式会社 

東京都渋谷区神宮前２-34-17 

（JASDAQ コード番号：4348） 
 

組織機構改革及び主要人事異動のお知らせ 

 

インフォコム株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長 竹原 教博）は、平成 25 年４月１日付で下

記の組織機構改革及び人事異動を実施しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織機構改革  ＜３ページの【新旧組織図】をご参照下さい。＞ 

（１）背景・目的 

・ＩＴサービス事業統轄本部は、プロジェクト管理機能の強化や開発基盤の強化など、IT サービス・セ

グメント共通の重要課題に取り組み、プロジェクト採算や製品品質の向上などで大きな成果を上げ

て参りました。 

・中期経営計画の達成に向けて、更に成長を加速するため、事業推進に直接関わる機能について

は各事業本部に、また全社共通機能については機能部門に再編し、ＩＴサービス事業統轄本部を廃

止いたします。 

 

（２）組織再編内容 

・ＩＴサービス事業統轄本部配下の各機能については下記の通り再編いたします。 

・技術開発室の製品開発・保守機能、並びに事業開発部の新規事業企画機能については、各

事業本部に移管し、企画から開発・保守までの事業プロセスを、より一体的、かつスピーディに

推進してまいります。 

・技術開発室の技術企画機能、並びに、サービス基盤技術室、新横浜事業所については、全社

共通の技術機能として、CTO のもと事業基盤の強化を継続してまいります。 

・ITサービス事業統轄管理室のプロジェクト管理機能、及び技術開発室のQA機能については、

全社共通の品質管理機能として、品質最高責任者のもと事業基盤の強化を継続してまいりま

す。  
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（３）事業セグメント構成の変更 

  ・事業セグメントの構成を以下の通り変更します。 

 

（変更後） （変更前） 

セグメント 本部 セグメント 本部 

ＩＴサービス・ 

セグメント 

ヘルスケア事業本部 
ＩＴサービス・ 

セグメント 

ＩＴサービス事業統轄本部 

 ヘルスケア事業本部 

エンタープライズ事業本部 エンタープライズ事業本部 

サービスビジネス事業本部 サービスビジネス事業本部

ネットビジネス・ 

セグメント 
ネットビジネス事業本部 

ネットビジネス・

セグメント 
ネットビジネス事業本部 
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【新旧組織図】 

（下線部が変更箇所）

 

監査室

財務経理室

広報・ＩＲ室

ＩＴ企画室

人事総務室

サービスビジネス開発運用室

デジタルアーカイブシステム部

ネットビジネス事業本部

ネットサービス第一事業部

ネットサービス第二事業部

経営企画室

ＳＧサポート部

ＬＡシステム部

テレコム事業部

サービスビジネス事業本部

ＧＲＡＮＤＩＴ事業部

サービスビジネス営業部

ヘルスケアサービス部

ケム＆バイオ・インフォマティクス部

エンタープライズ事業本部

ＴＧシステム部

ＴＧサポート部

ＳＧシステム部

サービス基盤技術室

新横浜事業所

事業開発部

ヘルスケア事業事業本部

放射線システム部

病院情報システム部

広報・ＩＲ室

ＩＴ企画室

人事総務室

関西事業所

変更前

ＣＥＯ

ＩＴサービス事業統轄本部

ＩＴサービス事業統轄管理室

技術開発室

関西事業所

データセンター運用室

新横浜事業所

品質マネジメント推進室

経営企画室

監査室

財務経理室

サービスビジネス開発運用室

デジタルアーカイブシステム部

ネットビジネス事業本部

ネットサービス第一事業部

ネットサービス第二事業部

技術企画室

ＳＧシステム＆サポート部

ＬＡシステム部

テレコム事業部

サービスビジネス事業本部

ＧＲＡＮＤＩＴ事業部

サービスビジネス営業部

放射線システムエンジニアリング第三部

病院情報システム部

ヘルスケアサービス部

エンタープライズ事業本部

ＴＧシステム部

ＴＧサポート部

変更後

ＣＥＯ

ヘルスケア事業本部

放射線システム事業統括部

放射線システムエンジニアリング第一部

放射線システムエンジニアリング第二部
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２．取締役に対する担当職務/使用人業務の委嘱                   （下線部が異動箇所） 

氏名 担当職務/使用人業務（新職） 担当職務/使用人業務（現職） 

小林 晃 

取締役 

兼 ＧＲＡＮＤＩＴ株式会社 取締役 

取締役 ＩＴサービス事業統轄本部長 

兼 事業開発部長 

兼 ＧＲＡＮＤＩＴ株式会社 取締役 

里見 俊弘 

取締役 CFO 兼 CTO 

兼 SYSCOM（USA）Inc. Director 

（※１） 

取締役 CFO 兼 CTO 

兼 品質最高責任者 

兼 SYSCOM（USA）Inc. Director 

大垣 喜久雄 

取締役 CＨO 兼 CＳＲＯ 

兼 個人情報保護統括管理者 

兼 環境最高責任者 

（※２） 

取締役 CHO 兼 CSRO 

兼 ヘルスケア事業本部長 

兼 個人情報保護統括管理者 

兼 環境最高責任者 

※他に兼務する職務は以下の通りです。 

（※１）技術企画室担当、データセンター運用室担当、新横浜事業所担当、経営企画・法務担当、財務経理室担当、広

報・IR 室担当、IT 企画室担当 

（※２）グループリスクマネジメント委員会委員長、人事総務室担当、関西事業所担当 

 

３．執行役員に対する担当職務/使用人業務の委嘱                 （下線部が異動箇所） 

氏名 担当職務/使用人業務（新職） 担当職務/使用人業務（現職） 

尾崎 俊博 

執行役員 エンタープライズ事業本部長 

兼 品質最高責任者 

（※３） 

執行役員 エンタープライズ事業本部長 

森岡 務 

執行役員 サービスビジネス事業本部長

兼 ＧＲＡＮＤＩＴ株式会社 取締役 

兼 ログイット株式会社 取締役 

執行役員 サービスビジネス事業本部長 

兼 サービスビジネス営業部長 

兼 ＧＲＡＮＤＩＴ株式会社 取締役 

兼 ログイット株式会社 取締役 

※他に兼務する職務は以下の通りです。 

（※３）品質マネジメント推進室担当 
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４．その他の主要人事                                    （下線部が異動箇所） 

氏名 新職 現職 

久保井 基隆 
ヘルスケア事業本部長 ヘルスケア事業本部副本部長 

兼 ヘルスケアサービス部長 

辻元 渉 ヘルスケア事業本部副本部長 - 

竹下 順弘 
ＣＴＯ補佐 IT サービス事業統轄本部 

技術開発室長 

浅田 洋之 
ヘルスケア事業本部 

放射線システム事業統括部長 

ヘルスケア事業本部 

放射線システム部長 

城野 達史 
ヘルスケア事業本部 

放射線ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ第一部長 

ヘルスケア事業本部 放射線システム部 

放射線システム東京チーム課長 

坂本 伸夫 

ヘルスケア事業本部 

放射線ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ第二部長 

ヘルスケア事業本部 放射線システム部 

医用画像大阪グループ課長 

兼 医用画像東京グループ課長 

浅井 宏則 
ヘルスケア事業本部 

放射線ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ第三部長 
- 

川瀬 博敏 
ヘルスケア事業本部 

ヘルスケアサービス部長 

エンタープライズ事業本部 

ＳＧシステム部長 

山本 仁 

関西事業所長 

兼 エンタープライズ事業本部 

ＴＧシステム部副部長 

エンタープライズ事業本部 

ＬＡシステム部長 

玉井 隆 
エンタープライズ事業本部 

ＳＧシステム＆サポート部長 

エンタープライズ事業本部 

ＳＧサポート部長 

藤尾 浩之 

エンタープライズ事業本部 

ＬＡシステム部長 

エンタープライズ事業本部 

ＬＡシステム部副部長 

兼 ソリューション第一グループ課長 

吉川 実 

サービスビジネス事業本部 

サービスビジネス営業部長 

サービスビジネス事業本部 

サービスビジネス営業部 ＤＣサービスグ

ループ課長 

兼 戦略企画チーム 

我如古 正志 
技術企画室長 ＩＴサービス事業統轄本部 

技術開発室副室長 

櫻井 誠 
データセンター運用室長 ＩＴサービス事業統轄本部 

サービス基盤技術室長 

宮本 英明 

新横浜事業所長 

兼 データセンター運用室副室長 

ＩＴサービス事業統轄本部 

新横浜事業所長 

兼 施設・設備管理チーム課長 

金子 高志 
品質マネジメント推進室長 IT サービス事業統轄本部 

IT サービス事業統轄管理室長 

 以上 

＜リリースに関するお問合せ先＞ 

インフォコム株式会社  広報・IR 室 

東京都渋谷区神宮前２-34-17 

Tel： 

E-mail： 

URL： 

03-6866-3160 

pr@infocom.co.jp 

http://www.infocom.co.jp/ 
※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。 


