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組織変更及び役員人事に関するお知らせ 

 
当社は、平成 24年 4月 1日付で、組織変更および役員の異動を下記のとおり行いますので、お知らせ

いたします。 

記 

１． 組織変更内容 

意思決定をスピードアップするとともに責任･権限の明確化を図り、経営環境の変化への対応力を強化

するために、業種別および地域別としている本部制を、事業本部制（＊）を中心とした組織に変更いた

します。 

（＊）金融事業本部、産業事業本部、公共･通信事業本部の 3事業本部を新設する。 

 

また、不採算案件の撲滅を担う品質管理部、および全社的な営業活動を企画･支援・推進する営業企画･

推進部、ならびに開発管理部内に協力会社政策を推進するパートナー推進室を新設します。 

 

組織変更後の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融事業本部　（新設） 産業事業本部　（新設） 公共・通信事業本部（新設）

金融第一事業部 産業第一事業部 公共・通信事業部

　　金融システム１部 　　産業システム営業部 　　公共・通信システム営業部
　　金融システム２部 　　産業システム１部 　　公共・通信システム１部
　　金融システム３部 　　産業システム２部 　　公共・通信システム２部
　　金融システム４部 　　産業システム３部 　　公共・通信システム３部

　　産業システム４部 　　公共・通信システム４部
　　産業システム５部 　　公共・通信システム５部
　　産業システム６部 　　公共・通信システム６部

金融第二事業部 産業第二事業部

　　金融システム１部 　　産業システム１部
　　金融システム２部 　　産業システム２部
　　金融システム３部 　　産業システム３部
　　金融システム４部 　　産業システム４部
　　金融システム５部 　　産業システム５部

品質管理部  　      （新設）

  ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進室   　　(新設）

ソリューションビジネス本部 ビジネス開発本部 ＩＴサービス本部

　　ソリューション営業１部 　　ビジネス開発部 　　ＩＴサービス１部

経営企画本部 　　ソリューション営業２部 　　ＩＴサービス２部

　経営企画部 　　ソリューション営業３部
　　システムサービス部

管理本部
　人事部
　総務部
　経理部

社長室

監査室

監査役

監査役会

株主総会

取締役会

代表取締役社長

営業企画・推進部    （新設）

経営会議

開発技術部

開発管理部

 



２．取締役人事（平成 24年 4月 1日付）  

 （１）役付変更・担当変更          

新 氏名 旧 

専務取締役 

産業事業本部長 

兼 公共・通信事業本部長 

兼 ＩＴサービス本部統括長 

梅原 幸雄 専務取締役  

営業統括本部長 

常務取締役（昇格）  

金融事業本部長 

兼 ソリューションビジネス本部統括長 

兼 ビジネス開発本部統括長 

兼 NSD AMERICA  INC. 
President ＆ COO  

戸村 敦雄 取締役執行役員 

営業統括副本部長 

取締役執行役員 

管理本部長 
兼（株）NSDリアルエステート 

サービス代表取締役社長 

 

 

前川 秀志 取締役執行役員 

管理本部長 
兼（株）NSDリアルエステート 

サービス代表取締役社長 

兼 NSD AMERICA  INC. 

President ＆ COO  

取締役執行役員 

経営企画本部統括長 

兼 社長室長 

近 藤  潔  取締役執行役員 

社長室長  

兼（株）シェアホルダーズ・リレー

ションサービス代表取締役社長 

取締役 

（株）シェアホルダーズ・リレーシ

ョンサービス代表取締役社長 

鷹取 賢治 取締役執行役員  

西日本システム本部長 

                    

３．執行役員人事（平成 24年 4月 1日付）  

 （１）新任           

新 氏名 旧 

執行役員 

金融事業本部 

金融第一事業部長 

井 辻  豊 金融システム第一本部付部長 

兼 金融システム第一本部 1 部長 

執行役員 

産業事業本部 

産業第一事業部長 

佐々木 基好 産業・流通システム本部付部長 

 

 

（２）組織変更に伴う変更   

新 氏名 旧 

執行役員 

金融事業本部 

金融第二事業部長 

新野 章生 執行役員 

金融システム第二本部長 

執行役員 

産業事業本部 

産業第二事業部長 

穴井 明彦 執行役員 

産業・流通システム本部長 

執行役員 

公共・通信事業本部 

公共・通信事業部長 

矢 本  理 執行役員 

情報通信・公共システム本部長 



４．平成 24年 4月 1日以降の役員・執行役員体制 

代表取締役社長   今城 義和 
専務取締役    梅原 幸雄   産業事業本部長 

兼 公共・通信事業本部長 

兼 ＩＴサービス本部統括長 

 常務取締役（昇格）  戸村 敦雄 金融事業本部長  

兼 ソリューションビジネス本部統括長 

兼 ビジネス開発本部統括長 

兼 NSD AMERICA  INC. 
President ＆ COO  

取締役執行役員   前川 秀志   管理本部長 
                                                         兼（株）NSDリアルエステート 

サービス代表取締役社長 
取締役執行役員   近藤  潔    経営企画本部統括長 

兼 社長室長 
取締役    鷹取 賢治   （株）シェアホルダーズ・リレーション 

      サービス代表取締役社長 

取締役（社外取締役）  岡島 貴敏 
 

常勤監査役   増田 宏韶 
常勤監査役   太田 茂幸 
常勤監査役（社外監査役）  佐々木 仁 
監査役（社外監査役）  浦野 光人 
監査役（社外監査役）  森内 康浩 

 
執行役員（新任）   井 辻  豊 金融事業本部 金融第一事業部長 
執行役員     新野 章生 金融事業本部  金融第二事業部長 
執行役員 （新任）   佐々木 基好   産業事業本部 産業第一事業部長 
執行役員       穴井 明彦 産業事業本部 産業第二事業部長 
執行役員    矢 本  理 公共・通信事業本部 公共・通信事業部長 

執行役員    網野 和幸 ソリューションビジネス本部長 
執行役員    小松 昭隆 ビジネス開発本部長 
執行役員     川内 達夫   ＩＴサービス本部長 
執行役員       松 井  孝 経営企画本部長 

以 上 

 


