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組織改定及び人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成25年３月22日開催の取締役会において、下記のとおり平成25年４月１日付で組織改定、人事異動を

行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
１．組織改定 

（１）組織改定の目的 

品質監理／プロジェクト監理の更なる徹底につとめ、またグループ・組織体制の再編によるリソース配置の最適化

により、更なるサービス価値の向上を目指すものです。 

 

（２）組織改定の内容 

①「品質監理／プロジェクト監理」を徹底するため、旧コンピテンシー部を「品質監理部」と名称を改め、新たに東

京・関西・中部の各事業部に、品質監理部と連携する「プロジェクト監理担当」を配置することにより、全社的な

プロジェクトの品質向上、プロセス改善、プロジェクトマネジメントスキル向上を図ります。 

 

②ソリューション事業の更なる強化を図るため、旧ソリューション事業部を再編いたします。 

・ 重点強化分野であるデータセンタービジネスと、セキュリティビジネスに特化した「ｉＤＣ＆セキュリティ事

業推進室」を社長直轄組織として新設いたします。 

・ お客様の多くが西日本エリアに拠点を置かれている医療ビジネスを、西日本事業部に移管いたします。 

・ その他のソリューション事業を担当する組織として「東日本ソリューション推進部」および「西日本ソリュー

ション推進部」を新設いたします。 

 

③旧ＴＤＩビジネスシステムズ株式会社の組織を、地域密着型のオンサイト中心のストックビジネスに特化した、

「九州開発センター」として設置いたします。 



２．人事異動（平成25年４月１日付） 
 （１）事業部長及び副事業部長 

新役職位 氏名 旧役職位 

管理統括部長 

兼 経営管理部長 

兼 パートナー推進部長 

兼 リスク・コンプライアンス委員会 委員長 

羽生 信一朗

管理統括部長 

兼 経営管理部長 

兼 リスク・コンプライアンス委員会 委員長 

東日本事業部長 芦谷 乾太郎
西日本統括 西日本事業部長 

兼 社長特命事項担当 

西日本統括 西日本事業部長 木村 和三 
西日本統括 西日本事業部 副事業部長 

兼 西日本ｼｽﾃﾑ開発一部長 

西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部長 辻川 浩史 
西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部長 

兼 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ部長 

管理統括部 副統括部長 

兼 総務部長 
仁科 昌治 管理統括部 副統括部長 

東日本事業部 副事業部長 田中 信裕 
東日本事業部 副事業部長 

兼 東日本金融ｼｽﾃﾑ部長 

東日本事業部 副事業部長 杉山 紳一 
東日本事業部 副事業部長 

兼 営業推進室長 

東日本事業部 副事業部長 

兼 事業戦略室長 

兼 東日本事業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部長  

大島 一 
事業戦略室長 

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部長 

西日本統括 西日本事業部 副事業部長 江藤 潤 西日本統括 西日本事業部 EU ｼｽﾃﾑ部長 

西日本統括 西日本事業部 副事業部長 

兼 西日本ｼｽﾃﾑ開発二部長 
財木 義之 

西日本統括 西日本事業部 西日本ｼｽﾃﾑ開発二

部長 

 

 

（２）部長／室長 

新役職位 氏名 旧役職位 

社長室長 兼 管理統括部 人事部長 太田 亮 管理統括部 総務人事部長 

品質監理部長 鈴木 照明 
東日本事業部 副事業部長 

兼 東日本ｼｽﾃﾑ開発部長 

iDC＆ｾｷｭﾘﾃｨ事業推進室長 田中 国武 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長 

東日本事業部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理担当 角谷 正巳 ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ部長 

東日本事業部 東日本ｼｽﾃﾑ営業部長 中務 愼也 九州開発ｾﾝﾀｰ 営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

東日本事業部 東日本ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 伊藤 裕一 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 東日本ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 

東日本事業部 東日本ｼｽﾃﾑ開発部長 福浜 高夫 管理統括部 ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部長 

東日本事業部 東日本金融ｼｽﾃﾑ部長 浅野 純一 
東日本事業部 東日本金融ｼｽﾃﾑ部 二ｸﾞﾙｰﾌﾟ

上席ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

西日本統括 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理担当 澤谷 康有 東日本事業部長 兼 東日本ｼｽﾃﾑ営業部長 

西日本統括 西日本事業部 西日本ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 塩路 圭二 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 西日本ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 

西日本統括 西日本事業部 西日本ｼｽﾃﾑ開発一部長 松尾 周一 
西日本統括 西日本事業部 西日本ｼｽﾃﾑ開発一

部 ニｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 



西日本統括 西日本事業部 西日本ｼｽﾃﾑ開発三部長 玄野 秀雄 
西日本統括 西日本事業部 西日本ｼｽﾃﾑ開発二

部 一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上級技師 

西日本統括 西日本事業部 EU ｼｽﾃﾑ部長 寺川 栄二 
西日本統括 西日本事業部 EU ｼｽﾃﾑ部 一ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ一部長 清水 勝行 
西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ部

担当部長 

西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ二部長 北浦 哲也 
西日本統括 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ事業部 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ部 ﾏ

ﾈｰｼﾞｬｰ 

中部事業部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理担当 中谷 昌亨 中部事業部 中部ｼｽﾃﾑ開発部長 

中部事業部 中部ｼｽﾃﾑ開発一部長 柴原 宗樹 
中部事業部 中部ｼｽﾃﾑ開発部 一ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞ

ｬｰ 

中部事業部 中部ｼｽﾃﾑ開発二部長 徳光 豊司 
中部事業部 中部システム開発部 ニｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏ

ﾈｰｼﾞｬｰ 



３．組織図（平成25年４月１日付） 

東日本システム営業部

監査室

リスク・コンプライアンス委員会

株主総会

経営会議

監査役会

情報システム部

ｉDC＆セキュリティ事業推進室

関西支社

ＴＤＩシステムサービス株式会社

ＴＤＩプロダクトソリューション株式会社

株式会社ＭＩＳ

東日本ソリューション推進部

東日本システム開発部

東日本物流システム部

東日本金融システム部

西日本システム営業部

西日本システム開発一部

西日本システム開発二部

ＥＵシステム部

西日本業務管理部

パナソニック営業部

パナソニックシステム二部

パナソニック業務管理部

中部システム営業部

中部システム開発一部

中部業務管理部

社長室

管理統括部

経営管理部

総務部

パートナー推進部 西日本統括

東日本事業部

取締役会

代表取締役 グループＣＥＯ

代表取締役社長 兼 ＣＯＯ

西日本事業部

パナソニック事業部

中部事業部

大連特迪信息技術開発有限公司
(日本名)大連ＴＤＩ情報技術開発有限会社

品質監理部

広報ＩＲ室

内部統制推進室

カゴヤ・ジャパン株式会社

事業戦略室

人事部

九州開発センター

東日本業務管理部

ソリューション技術部

西日本ソリューション推進部

西日本システム開発三部

パナソニックシステム一部

中部システム開発二部

 
以上 


