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組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 標記の件に関し､平成26年３月27日開催の当社取締役会の決議により､下記のとおり組織変更お

よび人事異動をすることといたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更 （平成26年４月１日付） 

事業部門の組織を、従来の事業統括本部及びその配下五事業部体制から、整理統合により「三事業

本部制」とし、組織力を最大限に利活用でき、相互作用力を最大化できる体制とする。新たな「シス

テム基盤事業本部」「エンタープライズ事業本部」「公共事業本部」の三事業本部が目標達成および

中期経営計画の達成に向け三位一体となって取り組む組織体とする。 

 

２．人事異動 （平成26年３月27日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 
執行役員 事業統括本部 西日本・中部

事業部長 
日浦 武仁 事業統括本部 西日本・中部事業部

長 
執行役員 業務管理本部長 兼 総務

部長 兼 購買部長 兼 法務部長 
上ヶ島 理 業務管理本部長 兼 総務部長 兼

購買部長 兼 法務部長 
JBMS プロジェクト推進本部長 中山 政雄 執行役員 JBMS プロジェクト推進

本部長 
 

３．人事異動 （平成26年４月１日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 
執行役員 システム基盤事業本部長 大内 博義 執行役員 事業統括本部 公共事業

本部長 
システム基盤事業本部 副事業本部長

兼 第一事業部長 兼 ビジネス開発

室長 

橋本 晃 事業統括本部 第三ソリューション

事業部長 兼 パートナービジネス

推進部長 兼 市場開発部長 
システム基盤事業本部 第一事業部 

営業部長 
山口 尚介 事業統括本部 第三ソリューション

事業部 営業部長 
システム基盤事業本部 第二事業部長

兼 第二ソリューション部長 
金子 和夫 事業統括本部 西日本・中部事業部

システム部長 
システム基盤事業本部 第二事業部 

第一ソリューション部長 
髙橋 正明 事業統括本部 第三ソリューション

事業部 第二システム部長 



 

新役職名 氏名 旧役職名 
執行役員 公共事業本部長 金田 昇 執行役員 事業統括本部 第二ソリ

ューション事業部長 
公共事業本部 副事業本部長 兼 第

二営業部長 兼 北海道営業所長 
本澤 稔 経営企画本部 担当部長 

公共事業本部 ビジネス開発室長 兼

第一営業部 担当部長 
山本 三樹 事業統括本部 公共事業本部 ビジ

ネス開発室長 兼 東日本営業部 

担当部長 
公共事業本部 第一営業部長 中川 敬史 事業統括本部 公共事業本部 東日

本営業部長 
公共事業本部 フィールドサービス部

長 兼 ソリューション開発部長 
阿部 聡 事業統括本部 公共事業本部 フィ

ールドサービス部長 兼 システム

開発部長 
公共事業本部 ソリューションサポー

ト部長 
郷 始志 事業統括本部 公共事業本部 ソリ

ューションビジネス部長 
執行役員 エンタープライズ事業本部

長 兼 第二事業部長 
日浦 武仁 執行役員 事業統括本部 西日本・

中部事業部長 
エンタープライズ事業本部 ビジネス

開発室長 
花崎 裕司 事業統括本部 西日本・中部事業部

営業部 担当部長 
エンタープライズ事業本部 副事業本

部長 兼 第一事業部長 兼 第一営

業部長 

川田 朋博 事業統括本部 第一ソリューション

事業部長 兼 営業部長 

エンタープライズ事業本部 第一事業

部 第二営業部長 
姉川 佳嗣 事業統括本部 西日本・中部事業部

営業部 マネージャ 
エンタープライズ事業本部 第一事業

部 第三営業部長 兼 関西支店長 

兼 九州営業所長 

信川 隆志 事業統括本部 公共事業本部 地域

営業部長 兼 北海道営業所長 

エンタープライズ事業本部 第一事業

部 第一ソリューション部長 
中田 一志 事業統括本部 第一ソリューション

事業部 第一システム部長 
エンタープライズ事業本部 第一事業

部 第二ソリューション部長 
中村 浩 事業統括本部 第一ソリューション

事業部 第二システム部長 
エンタープライズ事業本部 第一事業

部 第三ソリューション部長 
安川 英道 事業統括本部 第一ソリューション

事業部 第三システム部長 
エンタープライズ事業本部 第二事業

部 第一ソリューション部長 
大河 信彦 事業統括本部 第二ソリューション

事業部 ソリューション第一部長 
エンタープライズ事業本部 第二事業

部 第二ソリューション部長 
舛屋 陽祥 事業統括本部 第二ソリューション

事業部 ソリューション第二部長 
上席執行役員 事業推進本部長 今野 隆一 上席執行役員 事業統括本部長 兼

事業推進部長 
執行役員 業務管理本部長 兼 人

事・総務部長 兼 購買部長 
上ヶ島 理 執行役員 業務管理本部長 兼 総務

部長 兼 購買部長 兼 法務部長 
業務管理本部 経理部長 松本 理 業務管理本部 経理部長 兼 業務

部長 
業務管理本部 人事・総務部 担当部

長 
石川 卓矢 業務管理本部 人事部長 

以 上 


