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2015 年 3 月 5 日 

TIS 株式会社 

 

人事異動および機構改正のお知らせ 

 

IT ホールディングスグループの TIS 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：桑野 

徹）は、下記のとおり人事異動および機構改正をお知らせいたします。 

 

1．役員退任について  （発令日：2015 年  3 月 31 日） 

2. 役員異動について  （発令日：2015 年  4 月  1 日） 

3. 役員新任について  （発令日：2015 年  4 月  1 日） 

4. 部長異動について   （発令日：2015 年  4 月  1 日） 

5. 機構改革について   （発令日：2015 年  4 月  1 日） 

 

 

 

1．役員退任 （発令日：2015 年 3 月 31 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

ＡＪＳ株式会社  

専務執行役員就任予定 

常務執行役員 

生産革新本部長を委嘱 
後藤 康雄 

株式会社アグレックス 

常務執行役員就任予定 

執行役員 

公共・宇宙事業本部 副事業本部長を委嘱 
山本 真市 

ネオアクシス株式会社 

常務執行役員就任予定 

執行役員 

金融第２事業本部 金融ソリューション事業部長

を委嘱 

山本 修司 

 

2．役員異動 （発令日：2015 年 4 月 1 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

代表取締役会長 兼 社長 

監査部担当 

コーポレート本部担当 

戦略技術センター担当 

代表取締役会長 兼 社長 

監査部担当 

コーポレート本部担当 

桑野 徹 

代表取締役副社長 

生産革新本部担当 

金融第１事業本部担当 

金融第２事業本部担当 

公共事業本部担当 

ビジネスクリエーション事業部担当 

代表取締役副社長 

生産革新本部管掌 

金融第１事業本部管掌 

金融第２事業本部管掌 

産業事業本部管掌 

公共・宇宙事業本部管掌 

アドバンストソリューション事業部管掌 

西田 光志 
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取締役専務執行役員 

基盤センター担当 

ＩＴ基盤技術本部担当 

産業事業本部担当 

ＩＴソリューションサービス本部担当 

プラットフォームサービス本部担当 

取締役専務執行役員 

ＩＴソリューションサービス本部管掌 

ＩＴ基盤サービス本部管掌 

稲葉 誠之 

常務執行役員 

プラットフォームサービス本部長を委嘱 

常務執行役員 

公共・宇宙事業本部長 

兼 アドバンストソリューション事業部担当 

兼 アドバンストソリューション事業部長を委嘱 

佐藤 祐次 

常務執行役員 

公共事業本部長を委嘱 

常務執行役員 

ＩＴ基盤サービス本部長 

兼 同本部 ＩＴ基盤サービス第１事業部長を

委嘱 

辻本 誠 

常務執行役員 

産業事業本部長を委嘱 

常務執行役員 

ＩＴソリューションサービス本部長を委嘱 
岡本 安史 

常務執行役員 

産業事業本部 副事業本部長 

兼 同本部 西日本産業事業部長  

兼 同本部 中部産業事業部長を委嘱 

常務執行役員 

産業事業本部 西日本産業事業部長を委嘱 
細川 真広 

常務執行役員 

ＩＴソリューションサービス本部長を委嘱 

常務執行役員 

産業事業本部長を委嘱 
松尾 秀彦 

常務執行役員 

金融第１事業本部副事業本部長 

兼 同事業本部 カード第１事業部長を委嘱 

執行役員 

金融第１事業本部副事業本部長 

兼 同事業本部 カード第１事業部長を委嘱 

森 隆 

執行役員 

金融第２事業本部 金融ソリューション事業部長

を委嘱 

執行役員 

産業事業本部 中部産業事業部長を委嘱 
間瀬 文康 

執行役員 

産業事業本部  

デジタルインテグレーション事業部長を委嘱 

執行役員 

産業事業本部 東日本産業事業部副事業部長 

兼 同事業部 東日本産業システム第４部長

を委嘱 

大場 信恒 

執行役員 

産業事業本部 東日本産業事業部長 

兼 同本部 エネルギーセクタービジネス事業部長

を委嘱 

執行役員 

産業事業本部 東日本産業事業部長を委嘱 
小竹 裕之 

執行役員 

ＩＴ基盤技術本部長を委嘱 

執行役員 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部長 

を委嘱 

大山 博 
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3．役員新任 （発令日：2015 年 4 月 1 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

常務執行役員 

生産革新本部長を委嘱 

生産革新本部 副本部長 

兼 コーポレート本部 副本部長 
会田 雄一 

常務執行役員 

コーポレート本部 副本部長を委嘱 
 松岡 達文 

執行役員 

ビジネスクリエーション事業部長を委嘱 
 鳴坂 仁志 

執行役員 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォームサービス事業部長 

兼 同事業部  

プラットフォームサービス第１部長を委嘱 

ＩＴ基盤サービス本部 副本部長  

兼 同本部 ＩＴ基盤サービス事業推進部長 
阿久津 晃昭

 

4．部長異動 （発令日：2015 年 4 月 1 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

基盤センター長 

ＩＴ基盤サービス本部 

データセンター統括部長 

兼 同本部 ＩＴ基盤サービス企画室長 

穴太 隆 

コーポレート本部 

ビジネスプロセス推進部長 

兼 同本部 オフィススタッフセンター長 

コーポレート本部 

ビジネスプロセス推進部長 
安永 実 

生産革新本部  

品質マネジメント革新部長 

生産革新本部  

プロジェクトリスク監理部長 

兼 同本部 ＱＭＳ推進部長 

山下 治幸 

ＩＴ基盤技術本部 副本部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 副事業部長  

兼 同事業部 ＩＴ基盤サービス第１部長 

北村 勝美 

ＩＴ基盤技術本部 

ＩＴ基盤技術推進部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

ＤＣアウトソーシング第１部 シニアエキスパート 

橘 浩則 

ＩＴ基盤技術本部  

ＩＴ基盤サービス第１部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

ＩＴ基盤サービス第４部長 

石田 充 

ＩＴ基盤技術本部  

ＩＴ基盤サービス第３部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

ＩＴ基盤サービス第１営業部 シニアエキスパート 

坂口 憲一 

ＩＴ基盤技術本部  

ＩＴ基盤サービス第４部長 
（ＴＩＳシステムサービス株式会社） 谷口 達雄 
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ＩＴ基盤技術本部  

フィナンシャル基盤サービス部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

ＩＴ基盤サービス第３部長 

小倉 崇文 

ＩＴ基盤技術本部 

ＩＴ基盤プロジェクト第１推進部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部  

ＩＴ基盤サービス第１部  

ＩＴ基盤プロジェクト第１推進室長 

今西 陽一 

金融第１事業本部 

クレジットプラットフォーム事業部 

クレジットネットワーク部長 

金融第１事業本部 

クレジットプラットフォーム事業部 

クレジットプラットフォーム営業部 副部長 

古林 慶吾 

金融第１事業本部 カード第１事業部 

カードシステム第２部長 

金融第１事業本部 

クレジットプラットフォーム事業部 

クレジットネットワーク部長 

大塚 賢司 

金融第２事業本部 カード第３事業部 

カードシステム第６部長 

金融第２事業本部 カード第３事業部 

カードプロジェクト推進部長 

兼 同事業部 カードシステム第６部長 

谷口 史行 

金融第２事業本部 金融ソリューション事業部

決済ビジネス企画部長 

金融第２事業本部 金融第２事業推進部 

決済ビジネス企画室長 
舘 康二 

金融第２事業本部 金融ソリューション事業部

金融ソリューション第１部長 

兼 同事業部 金融ソリューション第２部長 

金融第２事業本部 金融ソリューション事業部 

金融ソリューション第１部長 
小島 繁幸 

産業事業本部 

エネルギーセクタービジネス事業部 副事業部長

兼 同事業部 エネルギー企画営業部長 

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第５部長 
石本 和寿 

産業事業本部 

エネルギーセクタービジネス事業部 

エネルギービジネス第１部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第５部長 
水田 康雄 

産業事業本部 

エネルギーセクタービジネス事業部 

エネルギービジネス第２部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第５部 副部長 
樺山 知 

産業事業本部 

デジタルインテグレーション事業部 

デジタル企画営業部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

東日本産業システム第２営業部長 
荒木 一馬 

産業事業本部  

デジタルインテグレーション事業部  

デジタルソリューションビジネス部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

産業プロジェクト推進第１部長 
佐々木 喜一郎

産業事業本部 

デジタルインテグレーション事業部 

デジタルビジネス部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

ネットコミュニケーション第３部長 
安藤 政明 

産業事業本部 

東日本産業事業部 副事業部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 副事業部長 

兼 同事業部 東日本産業システム第１部長 

兼 同事業部 開発マネジメント室長 

陀安 哲 
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産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム営業部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

ストラテジックソリューション営業部長 
徳橋 康成 

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第 1 部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

ネットコミュニケーション第１部長 
松田 裕之 

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第２部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

東日本産業システム第３部長 
芝村 仁 

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第３部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

ネットコミュニケーション第２部長 
田中 政勝 

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第４部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

ネットコミュニケーション第４部 副部長 
森久保 直樹

産業事業本部 東日本産業事業部  

東日本産業システム第５部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

東日本産業システム第４部 副部長 
北村 功 

産業事業本部  

中部産業事業部 副事業部長 

産業事業本部 東日本産業事業部 

東日本産業システム第１営業部長 
河北 昌俊 

産業事業本部  

西日本産業事業部 副事業部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第１部長 
渡辺 新 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第１部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第２部長 
秋田 晃 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第２部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第２部 副部長 
山本 將博 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第４部長 

産業事業本部 西日本産業事業部 

西日本産業システム第５部 副部長 
津田 剛 

ＩＴソリューションサービス本部 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業部長 

兼 同本部 ＩＴソリューションサービス事業推進部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業部長 

安井 正樹 

ＩＴソリューションサービス本部 

エンタープライズソリューション事業部 

ＨＣＭソリューション部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション第３部長 

宇杉 功 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

ビジネスシステムコンサルティング営業部長 

小巻 昌弘 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

ビジネスシステムコンサルティング営業部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

ビジネスシステムコンサルティング営業部 副部長 

矢ヶ崎 安孝

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

エンタープライズアウトソーシング部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

エンタープライズリソースマネジメント第１部長 

兼 同事業部  

エンタープライズリソースマネジメント第２部長 

山賀 司 
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ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

エンタープライズリソースマネジメント第１部長

兼 同事業部  

エンタープライズリソースマネジメント第２部長 

ＩＴソリューションサービス本部 

ビジネスシステムコンサルティング事業部 

エンタープライズリソースマネジメント第４部長 

近澤 秀弥 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォームサービス事業推進部長 

兼 同本部 プラットフォームサービス事業部 

プラットフォームサービス企画部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

データセンター統括部 副部長 
茂手木 隆文

プラットフォームサービス本部 

プラットフォームサービス事業部 

プラットフォームサービス営業部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

ＩＴ基盤サービス第１営業部長 

丸井 崇 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォームサービス事業部 

プラットフォームサービス第２部長 

ＩＴ基盤サービス本部 

ＩＴ基盤サービス第１事業部 

プラットフォームサービス推進部長 

仲矢 靖之 

ビジネスクリエーション事業部 

ビジネスクリエーション事業統括部長 

兼 同事業部 インキュベーションセンター長

アドバンストソリューション事業部  

アドバンストソリューション事業統括部長 
寺本 英生 

 

5．機構改革 （発令日：2015 年 4 月 1 日） 

( 1 ) 主旨 

顧客対応力の強化を目的に、組織改正を行う。 

( 2 ) 組織改正の骨子 

 

1．コーポレート本部の改正 

・「戦略技術センター」を「コーポレート本部」から独立組織に変更する 

・「セキュアワンセンター」を「生産革新本部」へ移管する 

・「オフィススタッフセンター」を新設する 

 

2．生産革新本部の改正 

・「生産技術 R＆D 室」を新設する 

・「QMS 推進部」を「品質マネジメント革新部」へ改称する 

 

3．産業事業本部の改正 

・「エネルギーセクタービジネス事業部」を新設する 

・「デジタルインテグレーション事業部」を新設する 

 

4．公共・宇宙事業本部の改正 

・「公共・宇宙事業本部」を「公共事業本部」へ改称する 

・「公共・宇宙事業部」を「公共事業部」へ改称する 

 

5．IT 基盤サービス本部の改正 

・「IT 基盤サービス本部」を「プラットフォームサービス本部」へ改称する 

・「IT 基盤サービス第 1 事業部」を「プラットフォームサービス事業部」へ改称する 
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・「IT 基盤技術本部」を独立組織として、新設する 

・「データセンター統括部」を「IT 基盤サービス本部」から独立組織に変更し、「基盤センター」に改称する

 

6．アドバンストソリューション事業部の改正 

・「アドバンストソリューション事業部」を「ビジネスクリエーション事業部」へ改称する 

 

以上 

 

 

【本件に関するお問合わせ先】 

＜報道関係のお問合せ先＞  

TIS 株式会社 コーポレート本部 企画部 広報室 浄土寺 

TEL：03-5337-4232  E-mail：tis_pr@ml.tis.co.jp 

 


