
 

 

                             平成 26 年 3 月 25 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 コ   ア

代 表 者 名 代 表 取 締 役 

社 長 執 行 役 員 

 

簗 田  稔

（コード番号：２３５９ 東証第一部） 

問 合 せ 先 管理統括本部長 大 平  茂

電 話 番 号 ０３-３７９５-５１１１ 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成２６年３月２５日開催の取締役会において、下記のとおり、平成２６年４月１日付

の組織変更および人事異動を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 
１．組織変更 

①� SI ビジネス本部 

ＳＩ（システムインテグレーション）事業のさらなる強化を図るため、SI ビジネス戦略

の策定と営業体制の強化を目的とし、SI ビジネス本部を新設する。当該本部内に医療分野

に特化した医療ビジネス推進部、車載分野を中心に横断型プロジェクトを推進するクロス

ビジネス推進部を新設する。 

②ソリューションビジネス本部 

ソリューション事業のさらなる強化を図るため、ソリューションビジネス戦略の策定と

営業体制の強化を目的とし、ソリューションビジネス本部を新設する。 

③ビジネスソリューションカンパニー 

首都圏におけるビジネスソリューション事業のダイナミックな対応を図るため、当該カ

ンパニーをソリューションビジネス部、SI ビジネス部、第一システム部、第二システム部

に再編する。 

④エンベデッドソリューションカンパニー 

ソリューション事業の加速を目的に、ME 営業統括部を再編し、エンベデッドソリューシ

ョン製品の企画、設計、量産、販売を行うものづくり推進部を新設する。 

⑤プロダクトソリューションカンパニー 

プロダクトソリューション事業のダイナミックな対応を図るため、当該カンパニーを営

業統括部、SI 部、製品部の３部署に再編する。 

⑥全カンパニー 

各カンパニーに営業統括部を新設し、本部組織と連携して営業強化を図る。 
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２．役員人事異動（平成２６年４月１日付） 

平成２６年４月１日付で実施する役員の異動および委嘱業務の変更は、下記のとおりです。 

新役職名 氏名 旧役職名 
代表取締役 社長執行役員 

最高執行責任者 

SI ビジネス本部担当、 

先端組込み開発センター担当 

まつなみ まさのぶ

松浪 正信 
取締役 専務執行役員 

拠点戦略担当、ソリューション統括本部長 

取締役 常務執行役員 

ソリューションビジネス本部長 

（兼任） 

プロダクトソリューションカンパニー社長 

おおうち こうじ 

大内 幸史 

取締役 常務執行役員 

プロダクト事業戦略担当、 

プロダクトソリューションカンパニー社長 

取締役 相談役 
やなだ みのる 

簗田 稔 

代表取締役 社長執行役員 

最高執行責任者 

エンベデッド事業戦略担当、 

ビジネス事業戦略担当、 

先端組込み開発センター担当 

常務執行役員 

ビジネスソリューションカンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

いちかわ たかし 

市川 卓 
常務執行役員 

ビジネスソリューションカンパニー社長 

常務執行役員 

エンベデッドソリューションカンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

こうやま ゆうじ 

神山 裕司 

執行役員 

中部カンパニー社長 

（兼任）営業部 部長 

執行役員 

関西カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

さくらい みつお 

桜井 美津夫 

執行役員 

関西カンパニー社長 

（兼任）営業部 部長 

執行役員 

内部監査室 室長 

ましも けんいち 

真下 研一 
執行役員 

経営管理室 室長 

執行役員 

中四国カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

しん ゆきひこ 

新 幸彦 

執行役員 

中四国カンパニー社長 

執行役員 

東関東カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

こばやし まさゆき

小林 聖敬 

執行役員 

東関東カンパニー社長 

（兼任）エンベデッドソリューション部

部長 

執行役員 

Ｎプロジェクト担当 

あめみや なおき 

雨宮 直喜 
執行役員 

エンベデッドソリューションカンパニー社長

執行役員 

九州カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

おおきた しげき 

大北 茂樹 

執行役員 

九州カンパニー社長 

（兼任）営業部 部長 

 

３．人事異動（平成２６年４月１日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 
理事 

北海道カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

まつおか さとし 

松岡 智 

理事 

北海道カンパニー社長 

営業部 部長 

理事 

先端組込み開発センター センター長 

にしで たかひろ 

西出 隆広 
先端組込み開発センター 副技師長 

理事 

中部カンパニー社長 

（兼任）営業統括部 部長 

たなか ひでひこ 

田中 秀彦 
中部カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 

経営管理室 室長 
かねしろ ひろし 

金城 広 
経営管理室 担当部長 

SI ビジネス本部 本部長 

（兼任）サービス販売部 部長 

なかだ まもる 

中田 守 
ソリューション統括本部 

IT サービスソリューション部 部長 
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新役職名 氏名 旧役職名 

SI ビジネス本部 

医療ビジネス推進部 部長 

おかもと たかし 

岡本 尚 
ソリューション統括本部 

IT サービスソリューション部 営業部長 

SI ビジネス本部 

クロスビジネス推進部 部長 

まつむら りゅうのすけ

松村 竜之介 
ソリューション統括本部 

IT サービスソリューション部 課長 

ビジネスソリューションカンパニー 

SI ビジネス部 部長 

かめや りょう 

亀谷 良 
中四国カンパニー 

ビジネスソリューション部 部長 

ビジネスソリューションカンパニー 

第一システム部 部長 

ほそや ひでよし 

細谷 英吉 
ビジネスソリューションカンパニー 

金融第二システム部 部長 

ビジネスソリューションカンパニー 

第二システム部 部長 

やまの あきひろ 

山野 晃広 
関西カンパニー 

営業部 担当部長 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ものづくり推進部 部長 

あさかわ きよし 

浅川 清志 

エンベデッドソリューションカンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ME 営業統括部 部長 

プロダクトソリューションカンパニー 

営業統括部 部長 

ひらみつ まこと 

平光 誠 

当社子会社 

コアネットインタナショナル株式会社 

情報サービス部 部長 

プロダクトソリューションカンパニー 

SI 部 部長 

やぎ かつや 

八木 克哉 
プロダクトソリューションカンパニー 

PLM ソリューション部 部長 

プロダクトソリューションカンパニー 

製品部 部長 

いとう たけひろ 

伊藤 雄大 
北海道カンパニー 

ビジネスソリューション部 部長 

北海道カンパニー 

カンパニー社長補佐 

（兼任）ビジネスソリューション部 部長 

ちば なおき 

千葉 直樹 
ソリューション統括本部 

サービス販売部 部長 

北海道カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 

まつうら あきひこ

松浦 明彦 

北海道カンパニー 

エンベデッドソリューション部 

チーフシステムエンジニア 

東関東カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 

ふなき ひろゆき 

船木 浩幸 
東関東カンパニー 

エンベデッドソリューション部 技術部長 

中部カンパニー 

エンベデッドソリューション部 部長 

さとう おさむ 

佐藤 修 

中部カンパニー 

エンベデッドソリューション部 

チーフシステムエンジニア 

関西カンパニー 

基盤・ビジネスソリューション部 部長 

にしむら さとる 

西村 暁 
関西カンパニー 

業務担当 担当部長 

中四国カンパニー 

ビジネスソリューション部 部長 

たかだ ゆういちろう

髙田 裕一郎 
ビジネスソリューションカンパニー 

金融第一システム部 部長 

 

以 上 


