News Release
2018 年 2 月 5 日

TIS 株式会社

TIS および連結子会社の人事異動、機構改革のお知らせ

TIS 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑野 徹)は、当社および連結子会社「株式会社
インテック」、「株式会社アグレックス」、「AJS 株式会社」、「TIS ソリューションリンク株式会社」、「株式会社イ
ンテック ソリューション パワー」、「株式会社アイ・ユー・ケイ」、「株式会社ネクスウェイ」、「北国インテックサ
ービス株式会社」、「株式会社スカイインテック」の人事異動および機構改革を発表いたします。なお、本異
動については、各社株主総会における決議および取締役会において正式に決定される予定です。
TIS 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑野 徹）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
３． 役員新任について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
４． 部長異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
５． 機構改革について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：日下 茂樹）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 顧問・参与異動 について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
３． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
４． 顧問・参与異動 について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
５． 部長異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
６． 機構改革について
（改定日：2018 年 4 月 1 日）

株式会社アグレックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：八尾 政範）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
３． 部長異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
４． 機構改革について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
AJS 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河﨑 一範）
１． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
２． 部長異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
３． 機構改革について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）

TIS ソリューションリンク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西野 隆英）
１． 役員異動について

（発令日：2018 年 4 月 1 日）

２． 役員新任について

（発令日：2018 年 4 月 1 日）

３． 部長異動について

（発令日：2018 年 4 月 1 日）

４． 機構改革について

（発令日：2018 年 4 月 1 日）
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株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川原 賢一）
1． 代表取締役異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）

株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：山口 文夫）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 代表取締役異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）

株式会社ネクスウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 宏昌）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）

北国インテックサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：我妻 巧）
１． 代表取締役異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）

株式会社スカイインテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：今井 喜義）
１． 役員退任について
（発令日：2018 年 3 月 31 日）
２． 代表取締役異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日）
３． 役員異動について
（発令日：2018 年 4 月 1 日
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TIS 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑野 徹）
1．役員退任 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

旧

職

氏

名

退任
（2018/4/1 付で TIS ソリューションリンク
株式会社 専務執行役員就任予定）

常務執行役員
ＡＩサービス事業部長 を委嘱

松尾 秀彦

顧問

執行役員
企画本部 副本部長 を委嘱

喜多 昭男

執行役員
退任
基盤センター担当
（2018/4/1 付でグループ会社 役員就任
ＩＴ基盤技術本部担当
予定）
ＩＴ基盤技術本部長 を委嘱

大山 博

退任
執行役員
（2018/4/1 付で AJS 株式会社 常務執行
企画本部 副本部長 を委嘱
役員就任予定）

松田 毅

2．役員異動 （発令日：2018 年
新

4 月 1 日）

職

旧

職

氏

名

代表取締役
アドバンスドクレジット事業部担当

代表取締役副社長執行役員
アドバンスドクレジット事業部担当
公共事業本部担当

西田 光志

副社長執行役員
特命担当

副社長執行役員
プラットフォームサービス本部担当
ＡＩサービス事業部担当
基盤センター管掌
ＩＴ基盤技術本部管掌

稲葉 誠之

副社長執行役員
企画本部担当
人事本部担当
管理本部担当
企画本部長 を委嘱
品質革新本部管掌
テクノロジー&エンジニアリング本部管掌
戦略技術センター管掌
インキュベーションセンター管掌

専務執行役員
金融事業本部担当
ペイメントビジネス事業本部担当

安達 雅彦

専務執行役員
サービス事業統括本部長 を委嘱

専務執行役員
産業事業本部担当
ビジネスイノベーション事業部担当

岡本 安史

取締役
専務執行役員
インダストリー事業統括本部長 を委嘱
ビジネスイノベーション事業部管掌

取締役
常務執行役員
企画本部担当
管理本部担当
企画本部長 を委嘱

柳井 城作

常務執行役員
人事本部長 を委嘱

常務執行役員
管理本部長 を委嘱

生宗 潤

3

常務執行役員
サービス事業統括本部
エンタープライズソリューション事業部担当
プラットフォームサービス事業部担当

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
インダストリー事業統括本部
常務執行役員
公共事業本部長
公共事業本部長 を委嘱
兼 同事業統括本部 ＩＴ基盤技術本部長
を委嘱

佐藤 祐次

辻本 誠

常務執行役員
インダストリー事業統括本部
産業事業本部長 を委嘱

常務執行役員
産業事業本部長 を委嘱

常務執行役員
品質革新本部 副本部長 を委嘱

常務執行役員
金融事業本部 副事業本部長
兼 同事業本部
統合プロジェクト推進事業部長
兼 同事業本部 カード第１事業部長
を委嘱

常務執行役員
サービス事業統括本部
デジタルインテグレーション事業部担当
AI サービス事業部担当
製造サービス事業部担当
AI サービス事業部長 を委嘱

常務執行役員
産業事業本部 副事業本部長
兼 同事業本部 食品医療通信ビジネス
事業部長
兼 同事業本部 流通サービスビジネス
事業部長 を委嘱

小竹 裕之

常務執行役員
インダストリー事業統括本部
金融事業本部長 を委嘱

常務執行役員
金融事業本部長
兼 同事業本部 クレジットプラットフォーム事
業部長 を委嘱

堀口 信一

常務執行役員
管理本部長 を委嘱

常務執行役員
管理本部 副本部長 を委嘱

浅野 哲也

常務執行役員
サービス事業統括本部
ペイメントサービス事業部担当
フィナンシャルサービス事業部担当
ペイメントサービス事業部長 を委嘱

執行役員
ペイメントビジネス事業本部長 を委嘱

中村 清貴

常務執行役員
企画本部 副本部長 を委嘱

執行役員
企画本部 副本部長 を委嘱

福田 壮志

執行役員
執行役員
インダストリー事業統括本部
金融事業本部
金融事業本部 フィナンシャル事業部長 を
フィナンシャル第１事業部長 を委嘱
委嘱
執行役員
品質革新本部 副本部長 を委嘱

執行役員
生産革新本部 副本部長 を委嘱
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細川 真広

森 隆

間瀬 文康

大場 信恒

執行役員
戦略技術センター担当
インキュベーションセンター担当
テクノロジー&エンジニアリング本部長
兼 同本部 テクノロジー開発部長 を委嘱

執行役員
生産革新本部 副本部長
兼 同本部
アプリケーション開発センター長
兼 同センター
ソフトウェアエンジニアリング部長 を委嘱

北 直人

執行役員
インダストリー事業統括本部
公共事業本部 副事業本部長
兼 同事業統括本部 公共事業本部
公共事業部長 を委嘱

執行役員
公共事業本部 副事業本部長
兼 同事業本部 公共事業部長 を委嘱

山田 佳邦

執行役員
インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第１事業部長
を委嘱

執行役員
金融事業本部 カード第２事業部長
兼 同事業部 カードシステム第４部長
を委嘱

大鐘 晶

執行役員
サービス事業統括本部
製造サービス事業部長
兼 同事業統括本部
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 エンタープライズデジタル
インテグレーション事業部長
兼 同事業本部 製造ビジネス事業部長
を委嘱

陀安 哲

執行役員
サービス事業統括本部
フィナンシャルサービス事業部長
兼 同事業統括本部
フィナンシャルサービス事業部
フィナンシャルサービス第３部長 を委嘱

執行役員
金融事業本部
フィナンシャル第２事業部長 を委嘱

執行役員
サービス事業統括本部
製造サービス事業部 副事業部長 を委嘱

執行役員
産業事業本部 副事業本部長 を委嘱

3．役員新任 （発令日：2018 年
新

旧

職

執行役員
サービス事業統括本部
ペイメントビジネス事業本部
ペイメントサービス事業部 副事業部長 を カード・ペイメントビジネス事業部長
委嘱
執行役員
公共事業本部
インダストリー事業統括本部 公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部長
モダナイゼーションビジネス事業部長を委嘱
執行役員
人事本部 副本部長
兼 同本部 人事部長 を委嘱

新
監査部長

タナワット
ラートワッタナラック

4 月 1 日）

職

4．部長異動 （発令日：2018 年

棟方 猛夫

企画本部 人事部長

氏

名

伊藤 浩人

矢野 学

下山 豪彦

4 月 1 日）

職

旧

職

金融事業本部
フィナンシャル第２事業部
フィナンシャル事業企画部長
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氏

名

佐藤 義晴

企画本部 システム企画部長

管理本部 副本部長
兼 同本部 コンプライアンス統括部長

人事本部 人事企画部長

企画本部 人事部 副部長

人事本部 人材開発部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第３部 副部長

管理本部 コンプライアンス統括部長

企画本部 人事部 シニアエキスパート

管理本部 ビジネスプロセス改革部長
兼 同本部 プロキュアメント管理部長

管理本部 ビジネスプロセス改革部長
兼 同本部 オフィススタッフセンター長

管理本部 オフィススタッフセンター長

管理本部 総務部 副部長

品質革新本部
ビジネスパートナー推進部長

公共事業本部 公共事業部
公共ＩＴサービス第１部長

テクノロジー＆エンジニアリング本部
生産革新本部
エンジニアリング推進第１部長
アプリケーション開発センター
兼 同本部 テクノロジー＆エンジニアリング アプリケーション開発第１部長
企画部長

渡辺 裕
小泉 靖彦

新井 俊之

竹生 智
高橋 俊郎
稲垣 智子
平田 卓也

石川 克起

インダストリー事業統括本部
インダストリー事業推進部長

生産革新本部
ビジネスパートナー推進部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 金融事業推進部長

金融事業本部 金融事業推進部
エキスパート

増田 敬彦

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部長

金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
副事業部長

中森 雅人

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
副事業部長
兼 同事業部
クレジットプラットフォーム営業部長

金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
副事業部長
兼 同事業部
カードネットワーク第１部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
カードネットワーク第１部長

金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
カードネットワーク第１部 副部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
クレジット基盤プロジェクト推進部長

金融事業本部
クレジットプラットフォーム事業部
シニアエキスパート

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第１事業部
カードシステム第１営業部長

金融事業本部
カード第１事業部
カードシステム第１部長

川井 修二

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第１事業部
カードシステム第１部長

金融事業本部
カード第１事業部
カードシステム第２部長

加藤 大典
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川口 利恵子

杠 徹也

田中 仁史

石塚 博

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第１事業部
カードシステム第２部長

金融事業本部
カード第１事業部
カードシステム第１営業部長

山本 順一

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第１事業部
オーソリネットワーク部長

金融事業本部
カード第１事業部
カードシステム第２部 副部長

林 謙治

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 カード第２事業部長
兼 同事業部 カードシステム第４部長

公共事業本部
公共事業部 副事業部長
兼 同事業部 公共ＩＴサービス第２部長

山本 恭義

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 フィナンシャル事業部
副事業部長

金融事業本部
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長

高橋 和宏

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 フィナンシャル事業部
フィナンシャルシステム営業部長

金融事業本部
フィナンシャル第１事業部
フィナンシャルシステム第１営業部
副部長

淵上 ゆき乃

インダストリー事業統括本部
金融事業本部 フィナンシャル事業部
フィナンシャルシステム第５部長

金融事業本部
フィナンシャル第１事業部
フィナンシャルシステム第１営業部長

近藤 泰正

インダストリー事業統括本部
産業事業本部 副事業本部長

ＡＩサービス事業部 副事業部長

インダストリー事業統括本部
産業事業本部 産業事業企画部長

産業事業本部
流通サービスビジネス事業部
九州支社長

インダストリー事業統括本部
産業事業本部 エネルギービジネス事業部
副事業部長
兼 同事業部 エネルギービジネス第２部長

産業事業本部
エネルギービジネス事業部 副事業部長
兼 同事業部
エネルギービジネス企画営業部長

石本 和寿

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
産業事業本部 エネルギービジネス事業部 エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス企画営業部長
エネルギービジネス企画営業部 副部長

砂山 広行

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
産業事業本部 エネルギービジネス事業部 エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス第３部長
エネルギービジネス第２部長

渡辺 新

入江 恵美子

樺山 知

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
食品医療通信ビジネス事業部長

産業事業本部
食品医療通信ビジネス事業部 副事業部長
兼 同事業部
食品医療通信ビジネス企画営業部長

徳橋 康成

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
食品医療通信ビジネス事業部
食品医療通信ビジネス企画営業部長

産業事業本部
流通サービスビジネス事業部
流通サービスビジネス企画営業部
副部長

本田 慶昌

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
流通サービスビジネス事業部長

産業事業本部
製造ビジネス事業部 副事業部長

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
流通サービスビジネス事業部
流通サービスビジネス第３部長

産業事業本部
産業事業企画部長
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小巻 昌弘

増本 真洋

インダストリー事業統括本部
産業事業本部
流通サービスビジネス事業部 九州支社長

産業事業本部
流通サービスビジネス事業部
流通サービスビジネス第３部 副部長

永田 大記

インダストリー事業統括本部
公共事業本部 公共事業推進部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第４部 副部長

土田 康展

インダストリー事業統括本部
公共事業本部 公共事業部 副事業部長
兼 同事業部 公共ＩＴサービス第１部長

金融事業本部
金融事業推進部長

インダストリー事業統括本部
公共事業本部 公共事業部
公共ＩＴサービス第３部長
兼 同事業部 公共ＩＴサービス第２部長

公共事業本部 公共事業部
公共ＩＴサービス第２部
公共ＩＴサービス大阪推進室長

インダストリー事業統括本部
公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部
副事業部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第２部長

インダストリー事業統括本部
公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部
モダナイゼーションビジネス営業部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第１部
ＭＳ開発推進室 シニアエキスパート

インダストリー事業統括本部
公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部
モダナイゼーションビジネス企画部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第１部 副部長

インダストリー事業統括本部
公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部
モダナイゼーションビジネス開発部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第１部長

インダストリー事業統括本部
公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部
公共金融ＩＴサービス部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第３部長
兼 同本部 公共事業推進部長

作田 義則

インダストリー事業統括本部
ＩＴ基盤技術本部
ＩＴ基盤エンジニアリング第１部長

ＩＴ基盤技術本部
ＩＴ基盤サービス第１部長
兼 同本部
ＩＴ基盤プロジェクト第３推進部長

石田 充

インダストリー事業統括本部
ＩＴ基盤技術本部
ＩＴ基盤サービス第１部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
公共プロジェクト推進第４部長

サービス事業統括本部
サービス企画部長

企画本部 海外事業企画部

サービス事業統括本部
ペイメントサービス事業部 副事業部長

ペイメントビジネス事業本部
ペイメントソリューション事業部長

玉越 秀敏

出来 俊彦

山田 幸男

姫井 忠司

馬場 彰

川口 昌宏

今西 陽一

小川 真司

サービス事業統括本部
ペイメントビジネス事業本部
ペイメントサービス事業部 副事業部長 兼 カード・ペイメントビジネス事業部
同事業部
カード・ペイメントビジネス営業部長
ＣｒｅｄｉｔＣｕｂｅ＋第１部長
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音喜多 功

有村 大

サービス事業統括本部
ペイメントサービス事業部
ペイメントサービス第３部長

ペイメントビジネス事業本部
カード・ペイメントビジネス事業部
カード・ペイメントビジネス第２部
エキスパート

森 繁紀

サービス事業統括本部
ペイメントサービス事業部
ペイメントプラットフォームサービス部長

ペイメントビジネス事業本部
ペイメントソリューション事業部
ペイメントソリューション第１部長

小島 繁幸

サービス事業統括本部
デジタルインテグレーション事業部
デジタルインテグレーション第１部長

産業事業本部
エンタープライズデジタルインテグレーション事
業部
デジタルインテグレーション第１部
副部長

岸野 光彰

サービス事業統括本部
デジタルインテグレーション事業部
デジタルインテグレーション第２部長

産業事業本部
エンタープライズデジタルインテグレーション事
業部
デジタルインテグレーション第１部長

安藤 政明

サービス事業統括本部
デジタルインテグレーション事業部
デジタルインテグレーション第３部長

産業事業本部
エンタープライズデジタルインテグレーション事
業部
デジタルインテグレーション第２部長

津田 剛

サービス事業統括本部
ＡＩサービス事業部 副事業部長

公共事業本部
公共プロジェクト推進事業部
副事業部長

林 由之

サービス事業統括本部
プラットフォームサービス事業部
副事業部長
兼 同事業部
プラットフォームサービスパートナー営業部
長

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
副事業部長
兼 同事業部
プラットフォームサービス営業部長

サービス事業統括本部
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

管理本部 プロキュアメント管理部長

サービス事業統括本部
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コンサルティング部
長

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
副部長

サービス事業統括本部
製造サービス事業部 副事業部長
兼 同事業部
エンタープライズソリューション推進部長

産業事業本部
製造ビジネス事業部
エンタープライズリソースマネジメント第１部長

サービス事業統括本部
製造サービス事業部
製造サービス第３部長

産業事業本部
製造ビジネス事業部
エンタープライズリソースマネジメント第２部長

ビジネスイノベーション事業部
戦略パートナーシップ推進部長

ビジネスイノベーション事業部
ビジネスイノベーション部 副部長

丸井 崇

吉村 信哉
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黒田 訓功

近澤 秀弥

大谷 章夫

神原 博史

5．機構改革 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
( 1 ) 主旨
グループビジョンおよび 2018 年 4 月 1 日よりスタートする新中期経営計画の達成に向け、組織改正を行う。
( 2 ) 組織改正の骨子
１） 市場環境の変化に対応し、事業構造転換を加速するため、金融事業本部、ペイメントビジネス事業
本部、産業事業本部、公共事業本部、プラットフォームサービス本部、AI サービス事業部、IT 基盤
技術本部を再編し、「インダストリー事業統括本部」と「サービス事業統括本部」を編成する。
① 「インダストリー事業統括本部」に以下事業本部および事業部を配置
【金融事業本部】
「クレジットプラットフォーム事業部」「カード第 1 事業部」「カード第 2 事業部」
「フィナンシャル事業部」
【産業事業本部】
「エネルギービジネス事業部」「食品医療通信ビジネス事業部」「流通サービスビジネス事業部」
【公共事業本部】
「公共事業部」「モダナイゼーションビジネス事業部」
【IT 基盤技術本部】
② 「サービス事業統括本部」に以下事業部を配置
「ペイメントサービス事業部」「デジタルインテグレーション事業部」「AI サービス事業部」
「エンタープライズソリューション事業部」「プラットフォームサービス事業部」
「フィナンシャルサービス事業部」「製造サービス事業部」
２） 人材戦略や働きがい向上などの施策の対応力強化を図るべく、「人事本部」を新設し、以下部室を
配置する。
① 「人事企画部」「人事部」「人材開発部」
② 人事企画部に「働き方改革推進室」を設置
３） 品質・生産性向上と、ソフトウェア開発における技術戦略を強化するため、生産革新本部を「品質革
新本部」と「テクノロジー＆エンジニアリング本部」に分割する。
４） 業務の実効性向上のため、「基盤センター」を管理本部に配置する。
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株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：日下 茂樹）
1．役員退任 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

退任
株式会社インテック ソリューション パワー
代表取締役社長就任予定
退任
株式会社スカイインテック
代表取締役社長就任予定
退任
株式会社スカイインテック
常務取締役就任予定

旧

職

専務執行役員
先端技術研究所、社会システム戦略事業部
担当
社会システム戦略事業部長
常務執行役員
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部、
AOS 事業本部担当
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長
執行役員
中部地区本部長

氏

名

石井 貞行

佐野 洋

上田 伸一

2．顧問・参与異動 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

退任
株式会社インテック ソリューション パワー
顧問就任予定

旧

職

参与

氏

名

日浦 清次

3．役員異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

取締役 副社長執行役員
グループ会社管理、首都圏社会基盤本部、
中部地区本部、西日本地区本部担当
取締役 専務執行役員
コンサルティング事業部、首都圏産業本部、
札幌センター、仙台センター、新潟センター
担当
首都圏産業本部長

取締役 常務執行役員
内部統制、コンプライアンス、リスク管理、
情報セキュリティ、コーポレート(総務部、東京
総務部、業務改革部、業務管理本部)担当
業務管理本部長
常務執行役員
企画本部担当
企画本部長
取締役 副社長執行役員
グループ会社管理、中部地区本部、
西日本地区本部担当
取締役 専務執行役員
公共ソリューション事業本部、首都圏産業本
部、札幌センター、仙台センター、新潟センタ
ー担当
首都圏産業本部長

取締役相談役

取締役会長

金岡 克己

常任顧問

代表取締役社長

日下 茂樹

常任顧問

代表取締役 副社長執行役員
情報システム部、生産本部、コンサルティング
事業部、SI 事業本部担当
生産本部長

鈴木 良之

副社長執行役員
情報システム部、事業戦略推進本部、
首都圏流通サービス本部担当
首都圏流通サービス本部長

常務執行役員
首都圏社会サービス本部担当
首都圏社会サービス本部長

取締役会長

代表取締役社長
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上野 唯泰

北岡 隆之

佐藤 知樹

平井 克八

新海 章

専務執行役員
人事本部、コンプライアンス、リスク管理、
情報セキュリティ担当
人事本部長
兼 人事部長
兼 大山研修センター所長
兼 キッズホーム所長
兼 健康管理室長
専務執行役員
第一金融ソリューション事業本部、
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
担当
専務執行役員
財務経理本部、内部統制、コーポレート
(総務部、東京総務部、業務改革部、業務管
理本部)担当
財務経理本部長
常務執行役員
金融ソリューションサービス事業本部担当
金融ソリューションサービス事業本部長
常務執行役員
北陸地区本部、行政システム事業本部担当
行政システム事業本部長
常務執行役員
中部地区本部長
常務執行役員
第二金融ソリューション事業本部担当
第二金融ソリューション事業本部長
常務執行役員
生産本部、先端技術研究所担当
生産本部長
兼 先端技術研究所長

専務執行役員
人事本部担当
人事本部長
兼 人事部長
兼 大山研修センター所長
兼 キッズホーム所長
兼 健康管理室長
専務執行役員
第一金融ソリューション事業本部、
第二金融ソリューション事業本部、
産業ソリューション事業部担当
常務執行役員
財務経理本部担当
財務経理本部長
常務執行役員
金融ソリューションサービス事業本部担当
金融ソリューションサービス事業本部長
常務執行役員
北陸地区本部、行政システム事業本部、
データエントリーセンター担当
行政システム事業本部長
兼 データエントリーセンター所長
北国インテックサービス株式会社
代表取締役社長

林 弘明

中森 行雄

岸 善之

今里 直人

牧野 賢藏

我妻 巧

執行役員
第二金融ソリューション事業本部長

本江 康浩

執行役員
先端技術研究所長

荒野 高志

常務執行役員
西日本地区本部長

執行役員
AOS 事業本部長

小山内 誠

常務執行役員
企画本部担当
企画本部長
執行役員
総務部長
兼 北陸業務部長

執行役員
企画本部副本部長
兼 経営企画部長
執行役員
総務部長
兼 北陸業務部長

執行役員
東京総務部長

執行役員
第一金融ソリューション事業本部長

執行役員
事業戦略推進本部長

執行役員
産業ソリューション事業部長

執行役員
北陸地区本部長
兼 北陸事業推進部長

執行役員
北陸地区本部長

佐藤 正修

執行役員
首都圏流通サービス本部副本部長

執行役員
西日本地区本部長

勝見 和彦

執行役員
首都圏産業本部副本部長
兼 インダイヤソリューション部長

理事
SI 事業本部長
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眞門 聡明

神初 尚武
三上 雅弘
黛 文彦

泉 肇一

執行役員
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長
執行役員
首都圏産業本部副本部長
兼 MCI 営業部長
執行役員
企画本部副本部長
兼 経営管理部長
執行役員
行政システム事業本部副本部長
兼 自治体営業推進部長

理事
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
副本部長
理事
首都圏産業本部副本部長
兼 MCI 営業部長

冨川 慎也

疋田 秀三

理事
人事部付 TIS 株式会社出向

宮下 毅

理事
公共ソリューション事業本部長

谷口 庄一郎

4．顧問・参与異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

顧問
TIS インテックグループ健康保険組合理事長

旧

職

株式会社スカイインテック
代表取締役社長
TIS インテックグループ健康保険組合理事長

氏

名

今井 喜義

5．部長異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

人事本部
人事企画部長

企画本部
統合再編推進部長
兼 営業推進部長

企画本部
企画部長

企画本部
経営企画部

事業戦略推進本部
事業推進部長

社会システム戦略事業部
社会システムソリューション推進部長

生産本部副本部長

SI 事業本部副本部長
兼 SI 事業本部 統括マネジメント室長

澤邊 学

業務管理本部長

東京総務部長

増田 忍

首都圏産業本部
事業推進部長

首都圏産業本部
製造営業部長

御堂 謙吾

首都圏産業本部
電機営業部長

首都圏産業本部
事業推進部長

石原 時夫

首都圏産業本部
製造営業部長

西日本地区本部
産業営業部長

吉田 大輔

首都圏産業本部
生活産業営業部長

首都圏産業本部
流通第一営業部長

首都圏産業本部
エンタープライズソリューション部長

SI 事業本部
事業推進部長

首都圏流通サービス本部副本部長
兼 AM サービス部長

SI 事業本部副本部長
兼 インダイヤソリューション部長

首都圏流通サービス本部
事業推進部長

産業ソリューション事業部
事業推進部長
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広川 正樹
高橋 勝
砂古口 昌男

高橋 浩
横山 茂雄
中山 登志明
石井 克典

首都圏流通サービス本部
流通営業部長

首都圏産業本部
流通第二営業部長

冨士田 篤

首都圏流通サービス本部
流通ソリューション部長

首都圏産業本部
エンタープライズソリューション部長

後藤 雅史

首都圏社会基盤本部
事業推進部長
兼 社会基盤営業部長

首都圏社会サービス本部
ヘルスケア営業部長
兼 公益営業部長
首都圏社会サービス本部
事業推進部長
兼 社会基盤営業部長

首都圏社会基盤本部副本部長
兼 DX ソリューションセンター所長

SI 事業本部
システムアーキテクト部長

山崎 貴弘

首都圏社会基盤本部
コスモセンター所長

AOS 事業本部
コスモセンター副所長

岡部 貴行

首都圏社会基盤本部
アークリッド推進部長

社会システム戦略事業部
社会システムプラットフォーム開発部長

後藤 光治

第一金融ソリューション事業本部長

第一金融ソリューション事業本部副本部長
兼 バンキングシステムプロジェクトチーム
統括プロジェクトマネージャ

武藤 敦也

第一金融ソリューション事業本部副本部長
兼 RB システム部長

第一金融ソリューション事業本部
RB システム部長

加茂 欽也

第二金融ソリューション事業本部副本部長
兼 NI 大阪ソリューション部長

第二金融ソリューション事業本部
NI 大阪ソリューション部長

藤山 等史

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
副本部長
兼 ネットワークサービス事業部長
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
副本部長
兼 クラウドサービス事業部長
兼 クラウドサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシングサービス事業
本部
ネットワークサービス事業部長

西岡 壽光

首都圏社会基盤本部長
兼 ヘルスケア営業部長

山口 浩明

前畑 晃

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウドサービス事業部長
兼 クラウドサービス部長

君塚 修

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
N&O 品質保証部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウドサービス事業部
クラウドコンサルティング部
ソリューション第二課長

浜井 章弘

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウドサービス事業部
システムアーキテクト部長

SI 事業本部
流通ソリューション部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
EDI サービス事業部
EDI 第一システム部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
EDI サービス事業部
EDI システム部長

鈴木 正紀

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
EDI サービス事業部
EDI 第二システム部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
EDI サービス事業部
EDI システム部
システム第一課長

花田 真哉

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
NX センター所長

AOS 事業本部副本部長
兼 コスモセンター所長
兼 NX センター所長

早瀬 正章

中部地区本部
営業部長

中部地区本部
営業部副部長

西日本地区本部
事業マネジメント室長

西日本地区本部
営業推進室長
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有賀 睦

早山 仁
北口 善隆

西日本地区本部
流通ソリューション部長

西日本地区本部
流通営業部長

西日本地区本部
サービスソリューション部長

西日本地区本部
サービス営業部長

嶋谷 治

西日本地区本部
産業第一ソリューション部長

西日本地区本部
サービスシステム部

竹村 明弘

西日本地区本部
産業第二ソリューション部長

西日本地区本部
産業システム部長

杉山 圭史

西日本地区本部
公共ソリューション部長

西日本地区本部
社会システム部長
兼 サービスシステム部長

西日本地区本部
中四国営業所長

中部地区本部
営業部長

行政システム事業本部
国保ビジネス推進室長

公共ソリューション事業本部
国保ビジネス推進室長
兼 中部国保ソリューション部

行政システム事業本部
中部国保ソリューション部長

公共ソリューション事業本部
中部国保ソリューション部副部長

杉山 友和

山形営業所長

首都圏産業本部
電機営業部長

伊藤 克哉

浅黄 博紀

奥 雅晴
宝田 久也
池上 尚

6．機構改革 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
( 1 ) 主旨
2018 年 4 月 1 日付で組織を改定する。
( 2 ) 組織改正の骨子
１． ライン部所室の新設・改編
次期「第１８次中期経営計画」開始年度に合わせ、事業運営の効率化と適正化の観点から、
ライン部門の部所室レベルの組織を改定する。
(１)「社会システム戦略事業部」の廃止・改編
ア）「社会システム戦略事業部」を廃止し、スタッフ部門に新設する
「事業戦略推進本部」へ業務を移管する。
イ）「社会システム事業企画部」と「農業保険ソリューション推進部」を
「事業戦略推進本部」の下部組織として改編する。
ウ）「社会システムプラットフォーム開発部」を「首都圏社会基盤本部」の下部組織として改編する。
エ）「社会システムソリューション推進部」を廃止し、「事業戦略推進本部」の
下部組織である「事業推進部」へ機能を移管する。
(２)「公共ソリューション事業本部」の廃止・改編
「公共ソリューション事業本部」を廃止し、「行政システム事業本部」の下部組織として
改編する。
(３)「首都圏産業本部」の下部組織
ア）「流通基盤営業部」ならびに「流通第二営業部」を「首都圏流通サービス本部」の
下部組織に再編し、「流通第一営業部」を「生活産業営業部」に改称する。
イ）「MCI 営業部」の建制順位を変更し、「製造営業部」の次に配置する。
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ウ）各本部には、それぞれ「事業推進部」を置く。
エ）「SI 事業本部」から「製造ソリューション部」「インダイヤソリューション部」
「エンタープライズソリューション部」を編入する。
オ）「産業ソリューション事業部」から「メディアセンター」を編入する。
(４)「首都圏流通サービス本部」の下部組織
ア）「首都圏社会サービス本部」を「首都圏流通サービス本部」に改称する。
イ）「事業推進部」の MS ライセンスビジネスの機能を「首都圏社会基盤本部」に移管し、
「産業ソリューション事業部」の「事業推進部」の機能を改編する。
ウ）「首都圏産業本部」から「流通基盤営業部」と「流通第二営業部」を編入し、
「流通第二営業部」は「流通営業部」に改称する。
エ）「社会基盤営業部」「ヘルスケア営業部」は「首都圏社会基盤本部」に改編し
「公益営業部」は「社会基盤営業部」へ業務移管し廃止する。
オ）「SI 事業本部」から「流通ソリューション部」「サービスソリューション部」
「AM サービス部」を編入する。
(５)「首都圏社会基盤本部」の新設
ア）「首都圏社会基盤本部」を新設する。
イ）「事業推進部」を設置し、「首都圏社会サービス本部」から MS ライセンスビジネスの
機能を改編する。
ウ）「首都圏社会サービス本部」から「社会基盤営業部」「ヘルスケア営業部」を編入し、
建制順位を変更する。
エ）「SI 事業本部」から「社会システムソリューション部」を編入する。
オ）「DX ソリューションセンター」を新設する。
カ）「AOS 事業本部」から「コスモセンター」を編入する。
キ）「社会システム戦略事業部」から「社会システムプラットフォーム開発部」を編入し、
「アークリッド推進部」に改称する。
(６)「第一金融ソリューション事業本部」の下部組織
「バンキングシステムプロジェクトチーム」を廃止し、機能を「バンキングシステム部」
へ移管する。
(７)「金融ソリューションサービス事業本部」の下部組織
「AS プロジェクトチーム」を廃止し、担当業務を「東日本金融ソリューション部」に
移管する。
(８)「SI 事業本部」の廃止・改編
ア）「SI 事業本部」は廃止し、下部組織を「首都圏産業本部」「首都圏流通サービス本部」
「首都圏社会基盤本部」へ再編する。
イ）「事業推進部」は「首都圏産業本部」「首都圏流通サービス本部」「首都圏社会基盤本部」
に機能を移管する。
ウ）「統括マネジメント室」を廃止し、機能を「プロジェクト監理部」へ移管する。
エ）「MSH プロジェクトチーム」を廃止する。
(９)「ネットワーク＆アウトソーシング事業本部」の下部組織
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ア）「N&O 品質保証部」を新設する。
イ）「N&O 事業推進部」へ「AOS 事業本部」の下部組織である「AOS 営業部」の業務を
移管する。
ウ）「EDI システム部」を２つに分割し「EDI システム部」を「EDI 第一システム部」に
改称し、「EDI 第二システム部」を新設する。
エ）「AOS 事業本部」から「AOS センター」「NX センター」を編入する。
オ）「SI 事業本部」から「システムアーキテクト部」を編入する。
カ）「産業ソリューション事業部」から「ビジネスソリューション部」「セキュリティサービ
ス部」を編入する。
(１０)「AOS 事業本部」の廃止・改編
ア）「AOS 事業本部」は廃止し、下部組織を他本部へ移管する。
イ）「AOS 営業部」は廃止し、「ネットワーク＆アウトソーシング事業本部」の下部組織で
ある「N&O 事業推進部」へ業務を移管する。
(１１)「産業ソリューション事業部」の廃止・改編
「産業ソリューション事業部」は廃止し、下部組織を他本部へ移管する。
(１２)「中部地区本部」の下部組織
「産業ソリューション事業部」から「ファクトリーセンター」を編入する。
(１３)「西日本地区本部」の下部組織
ア）「統括マネジメント室」を廃止する。
イ）「営業推進室」を「事業マネジメント室」に改称する。
ウ）「流通ソリューション部」を新設し、「流通営業部」を統合した総合部門とする。
エ）「サービスシステム部」を「サービスソリューション部」に改称し、「サービス営業部」を統合した総合
部門とする。
オ）「産業第一ソリューション部」を新設し、「産業営業部」の一部を統合した総合部門とする。
カ）「産業システム部」を「産業第二ソリューション部」に改称し、「産業営業部」の一部と
統合した総合部門とする。
キ）「社会システム部」を「公共ソリューション部」に改称し、「公共営業部」を統合した
総合部門とする。また、本部内の国保連合会の業務を「公共ソリューション部」に集約する。
ク）「中四国センター」を「中四国営業所」に改称する。
(１４)「北陸地区本部」の下部組織
ア）「北陸事業推進部」を新設する。
イ）「制御・プラットフォーム営業部」を廃止し、「高岡センター」へ編入する。
(１５)「行政システム事業本部」の下部組織
ア）「公共ソリューション事業本部」の下部組織を編入する。
イ）全国の地方自治体へ向けた行政事業展開を推進するため「自治体営業推進部」を
新設する。
(１６)「データエントリーセンター」の廃止
「データエントリーセンター」を廃止し、業務は関連部門へ移管する。
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２． スタッフ部所室の新設・改編
全社の施策検討および実施の効率化・高度化を図るため、スタッフ組織の一部を改定する。
(１)「企画本部」の下部組織
ア）「経営企画部」を「企画部」に改称する。
イ）「経営管理部」を新設する。
ウ）「統合再編推進部」を廃止する。
エ）「営業推進部」を新設する「事業戦略推進本部」の下部組織に改編する。
(２)「事業戦略推進本部」の新設
ア）「事業戦略推進本部」を新設する。
イ）「企画本部」から「営業推進部」を編入し「事業推進部」に改称する。
また、「東京総務部」の広報業務を「事業推進部」へ移管する。
ウ）「社会システム戦略事業部」から「社会システム事業企画部」「農業保険ソリューション 推進部」を
編入する。
(３)「生産本部」の下部組織
「SI 改革推進部」を廃止する。
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株式会社アグレックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：八尾 政範）
1．役員退任について （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

旧

職

氏

名

顧問（特別顧問）

代表取締役会長

山口 勝規

顧問
法務・コンプライアンス部担当

取締役 専務執行役員
営業推進統括部担当
兼 ビジネスインテグレーション事業本部長

佐藤 浩介

顧問
（2018/4/1 付で AC メディカル株式会社
代表取締役副社長就任予定）

常務執行役員
法務・コンプライアンス部担当

山本 真市

顧問
企画本部 副本部長

執行役員
経理部、総務部担当
兼 管理本部 経理部長
兼 総務部長

大條 光法

2．役員異動について （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

取締役会長
（TIS 株式会社 副社長執行役員）

取締役 専務執行役員
企画本部長

常務執行役員
ビジネスインテグレーション事業本部長
兼 西日本支社長

常務執行役員
ビジネスクリエーション事業本部長

常務執行役員
ビジネスプラクティス事業本部長
執行役員
ビジネスインテグレーション事業本部
中部支社長

執行役員
デジタルトランスフォーメーション事業本部長

旧

職

取締役
（TIS 株式会社 副社長執行役員）
取締役 常務執行役員
経営企画部、グループ企画部、人事部、
情報システム部、BPR 推進部、
ビジネスパートナー推進部、
生産・品質管理部担当
兼 企画本部長
兼 管理本部長
常務執行役員
西日本地区統括担当
兼 ビジネスインテグレーション事業本部 副
本部長
兼 西日本支社長
執行役員
コンタクトソリューション事業部、
CRM ソリューション事業部、
CRM コンサルテーション部担当
兼 ビジネスクリエーション事業本部長
兼 CRM ソリューション事業部長
執行役員
BSS 事業部、BPS 事業部、
西日本 BPO サービス部、
BPO 基盤システム部担当
兼 ビジネスプラクティス事業本部長
執行役員
中部地区統括担当
兼 中部支社長
執行役員
システムソリューション事業部、
札幌地区統括担当
兼 デジタルトランスフォーメーション事業本部
長
兼 システムソリューション事業部長
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氏

名

稲葉 誠之

黒川 徹

中井 利昌

櫛渕 和則

岡山 幸治

武田 正人

岡元 俊美

執行役員
ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部長

執行役員
デジタルトランスフォーメーション事業本部
金融ソリューション事業部長
執行役員
ビジネスクリエーション事業本部
インシュアテック事業部長
執行役員
ビジネスプラクティス事業本部
デジタライズ事業部長

執行役員
EC・決済ビジネス事業部、
ビジネスインテグレーション推進部、
グループビジネス事業部担当
兼 ビジネスインテグレーション事業本部
EC・決済ビジネス事業部長
兼 グループビジネス事業部長
執行役員
営業統括部担当
兼 ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部長
ビジネスクリエーション事業本部
コンタクトソリューション事業部長
ビジネスプラクティス事業本部
BPS 事業部長 兼 BPO 基盤システム部長

早川 真史

三浦 智秋

近藤 修

青井 貴志

3．部長異動について （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

ビジネスインテグレーション事業本部
企画推進統括部長
ビジネスインテグレーション事業本部
企画推進統括部
企画推進部長
ビジネスインテグレーション事業本部
企画推進統括部
営業管理部長

旧

職

企画本部 経営企画部長

氏

名

鶴田 規

ビジネスインテグレーション事業本部
ビジネスインテグレーション推進部長

兼森 憲二

ビジネスインテグレーション事業本部
営業推進統括部 営業企画部長

竹内 伸之

ビジネスインテグレーション事業本部
グループビジネス事業部長

ビジネスインテグレーション事業本部
グループビジネス事業部 副事業部長

松井 清人

ビジネスインテグレーション事業本部
グループビジネス事業部
グループビジネス営業部長
ビジネスインテグレーション事業本部
グループビジネス事業部
産業・公共営業部長
ビジネスクリエーション事業本部
インシュアテック事業部
ビジネステクノロジーサービス第 1 部長
ビジネスクリエーション事業本部
インシュアテック事業部
ビジネステクノロジーサービス第 2 部長
ビジネスクリエーション事業本部
インシュアテック事業部
ビジネステクノロジーサービス第 3 部長
ビジネスクリエーション事業本部
インシュアテック事業部
保険ソリューション部長

ビジネスインテグレーション事業本部
EC・決済ビジネス事業部
アカウント推進部長

伏木 秀典

ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 産業・公共営業部長

天野 和陽

ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
CRM コンサルテーション部長

ビジネスクリエーション事業本部
コンタクトソリューション事業部
ビジネステクノロジーサービス第 1 部長
ビジネスクリエーション事業本部
コンタクトソリューション事業部
ビジネステクノロジーサービス第 2 部長
ビジネスクリエーション事業本部
コンタクトソリューション事業部
ビジネステクノロジーサービス第 3 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
システムソリューション事業部
金融システム第 1 部長
ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
デジタルソリューション部長
兼 CRM コンサルテーション部長
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鳴嶋 慎一郎

坂本 幸代

赤羽 真由美

浅岡 信好

中山 慎二郎

ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
コンテンツソリューション部長
ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
デジタルソリューション部長
ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
ソリューション開発部長

ビジネスクリエーション事業本部
CRM ソリューション事業部
ソリューション開発部長

ビジネスクリエーション事業本部
保険営業第 1 部長

ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 金融営業第 2 部長

鈴木 明雄

ビジネスクリエーション事業本部
保険営業第 2 部長

ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 金融営業第 1 部長

小和瀬 均

大川 浩輝

古田 陽治

ビジネスクリエーション事業本部
ソリューション営業第 1 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
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
デジタルトランスフォーメーション事業本部
金融ソリューション事業部
金融ソリューション第 2 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
クラウドソリューション事業部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
クラウドソリューション事業部
クラウドソリューション第 1 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
クラウドソリューション事業部
クラウドソリューション第 2 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
クラウドソリューション事業部
クラウドソリューション第 3 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
クラウドソリューション事業部
インフラソリューション部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
西日本 DX 事業部長

村上 隆雄

森田 純一
ビジネスインテグレーション事業本部
EC・決済ビジネス事業部
システム推進部長

佐藤 浩一

吉良 佳寿美
デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
SI 第 2 部長

及川 康之

望月 圭

福永 周一

大阪 健一朗
デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
金融システム第 2 部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
西日本システムサービス部長

デジタルトランスフォーメーション事業本部
西日本 DX 事業部
西日本 DX 営業部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
西日本 DX 事業部
西日本システムサービス部長
デジタルトランスフォーメーション事業本部
西日本 DX 事業部
西日本クラウドソリューション部長

髙橋 誠司

前田 和宏

安藤 黄太

北口 仁啓

森 紳太郎

デジタルトランスフォーメーション事業本部
札幌事業所長

札幌事業所長

高橋 浩尚

デジタルトランスフォーメーション事業本部
札幌事業所
札幌システムサービス部長

デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
札幌システムサービス部長

佐藤 光昭
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デジタルトランスフォーメーション事業本部
金融営業部長

ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 金融営業第 3 部長

伊東 恒太

デジタルトランスフォーメーション事業本部
ソリューション営業第 2 部長

ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 営業開発部長

高木 浩史

ビジネスプラクティス事業本部
ビジネスマネジメント事業部長

ビジネスプラクティス事業本部
BSS 事業部長

長崎 和哉

ビジネスプラクティス事業本部
ビジネスマネジメント事業部
ビジネスマネジメント部長
ビジネスプラクティス事業本部
ビジネスマネジメント事業部
ビジネスプラットフォーム部長
ビジネスプラクティス事業本部
デジタライズ事業部 副事業部長
ビジネスプラクティス事業本部
デジタライズ事業部
デジタライズエントリー部長
ビジネスプラクティス事業本部
デジタライズ事業部
デジタライズプロセス部長
ビジネスプラクティス事業本部
デジタライズ事業部
デジタライズコンタクト部長
ビジネスプラクティス事業本部
プロセシング事業部長
ビジネスプラクティス事業本部
プロセシング事業部
ハイブリッドプロセシング部長
ビジネスプラクティス事業本部
プロセシング事業部
ファンクションプロセシング部長
ビジネスプラクティス事業本部
プロセシング事業部
プリントプロセシング部長
ビジネスプラクティス事業本部
西日本 BP 事業部長
ビジネスプラクティス事業本部
西日本 BP 事業部
西日本 BP 営業部長
兼 西日本アカウントビジネス推進部長
ビジネスプラクティス事業本部
西日本 BP 事業部
西日本 BP サービス部長
ビジネスプラクティス事業本部
中部 BP 事業部長
兼 中部アカウントビジネス推進部長
ビジネスプラクティス事業本部
中部 BP 事業部
中部 BP サービス部長
ビジネスプラクティス事業本部
BP 営業推進部長

土屋 斉史
デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
SI 第 1 部長

長﨑 竜介

AGREX (Vietnam) Co., Ltd. 出向

鳥海 雅寛

ビジネスプラクティス事業本部
BPS 事業部 BPS 第 1 部長

酒井 拓郎

ビジネスプラクティス事業本部
BPS 事業部 BPS 第 2 部長

土井 毅

ビジネスクリエーション事業本部
コンタクトソリューション事業部
ビジネステクノロジーサービス第 4 部長

鷹觜 泰司

ビジネスプラクティス事業本部
BSS 事業部 東陽町システムセンター長

大羽 文宏

ビジネスプラクティス事業本部
BSS 事業部 東京第 2 システムセンター長

片田江 喜久

ビジネスプラクティス事業本部
BSS 事業部
キャンペーンマネジメント部長

高林 伸吉

ビジネスプラクティス事業本部
BSS 事業部 東京第 1 システムセンター長

髙濵 智生

ビジネスプラクティス事業本部
西日本 BPO サービス部長

神前 幸正

今井 一満

西村 昭彦

中部支社 BPO サービス部長

水野 比呂志

野田 孝生
ビジネスインテグレーション事業本部
営業統括部 BPO 営業推進部長
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上妻 憲司

企画本部 経営企画部長

デジタルトランスフォーメーション事業本部 シ
ステムソリューション事業部
インフラサービス部長

企画本部 経営企画部 グループ企画室長
企画本部 経営企画部 IT 戦略室長

長野 亨
管理本部 情報システム部長

企画本部 経理部長
企画本部 総務部長

青木 克之

宇式 宏治
齋藤 龍

企画本部 グループ企画部長

企画本部 総務部 BPR 推進室長

田中 秀享
岩本 比呂美

企画本部 総務部 業務推進室長

管理本部 BPR 推進部長

企画本部 生産・品質管理部長

管理本部 生産・品質管理部長

企画本部 ビジネスパートナー推進部長

久保木 雄次
桑原 秀昌
佐藤 浩泰

4．機構改革について （発令日：2018 年 4 月 1 日） ※添付資料をご参照ください。
( 1 ) 主旨
次期中期経営計画(2018 年度～2020 年度)を見据え、目標達成に向けた初年度となる 2018 年度を、より
収益を改善し、事業の拡大を実現する一年とするべく、
・事業戦略と事業推進の強化
・生産部門と販売部門を一体化し顧客ニーズに即応できるアカウント体制の構築
・IT 活用を強化した BPO 事業の高度化
・BPO センターの東名阪連携強化と機能、役割の再編成
・管理機能の更なる集約と効率化
を実現するための組織改編を実施する。

( 2 ) 組織改正の骨子
1) 営業部門は、生産部門と一体的にアカウント戦略・サービス戦略を強化するため、各事業本部管下
に再編を行う。
2) 生産部門は、BPO 業務の司令塔の役割を担う新拠点「Biz TRUXIA」稼働を踏まえ、各事業本部が
BPI(Business Process Integrator)として顧客へのサービス提供を組織的に実践するための再編を行
う。
3) 管理部門は、編成をスリム化、あわせて全社の管理業務の集約に取り組み、より効率的に事業活動
を支援できる体制とする。
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AJS 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河﨑 一範）
1．役員異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

専務執行役員
インダストリー事業本部長
兼 第 2 事業部長
コーポレート部門管掌

旧

職

専務執行役員
営業本部長
技術管掌

名

後藤 康雄

常務執行役員
デジタルビジネス本部長
兼 クライアントソリューション部長

常務執行役員
生産革新本部長
兼 ERP ソリューション事業部長
兼 生産革新本部
イノベーション推進室長
常務執行役員
IT 基盤事業部長
兼 ライセンスビジネス推進室長

常務執行役員
営業本部長

常務執行役員
ソリューション第 2 事業部長

常務執行役員
コーポレート部門長
兼 経営企画部長
兼 Z18 プロジェクト推進室長

常務執行役員
コーポレート部門長
兼 経営企画部長
兼 業務管理センター長
兼 Z18 プロジェクト推進室長

常務執行役員
生産革新本部長
兼 アプリケーションサービス事業本部長

氏

常務執行役員
（TIS 株式会社）
デジタルビジネス本部 ICT サービス事業部長

赤司 浩文

山崎 和人
菱田 茂

中島 教男

松田 毅

執行役員
インダストリー事業本部 第 1 事業部長

執行役員
ソリューション第 1 事業部長

富岡 英俊

執行役員
デジタルビジネス本部 ICT サービス事業部
副事業部長
兼 コーポレートウェアビジネス部長

IT 基盤事業部 副事業部長
兼 共通システムサービス部長
兼 延岡 IT 基盤センター長
兼 九州支店 担当部長

工藤 弘明

2．部長異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

営業本部 営業 1 部長
兼 営業企画推進室長

営業本部 営業 1 部長
兼 営業本部 担当部長

藤田 聡之

営業本部 営業 2 部長

営業本部 営業 3 部長

原口 武士

インダストリー事業本部 担当部長

ソリューション第 2 事業部 担当部長

浜田 和彦

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 1 部長

ソリューション第 1 事業部
ビジネスシステム 1 部長

染矢 啓介

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 2 部長

ソリューション第 1 事業部
ビジネスシステム 2 部長

若松 義之

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 3 部長
兼 九州支店 担当部長
インダストリー事業本部
第 2 事業部 副事業部長
兼 ビジネスシステム 5 部長

ソリューション第 1 事業部
延岡ビジネスシテム部長
兼 九州支店 担当部長

藤原 洋一

ソリューション第 2 事業部
ビジネスシステム 4 部長

尾関 博之
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インダストリー事業本部
第 2 事業部 ビジネスシステム 4 部長

ソリューション第 2 事業部
ビジネスシステム 3 部長

藤本 晃子

アプリケーションサービス事業本部
ERP ソリューション部長

ERP ソリューション事業部
ERP ソリューション部長

依田 清孝

アプリケーションサービス事業本部
GRANDIT ソリューション部長

ソリューション第 2 事業部
GRANDIT ソリューション部長

安田 祥二

アプリケーションサービス事業本部
GRANDIT ソリューション部 担当部長
兼 パッケージサービス部長

生産革新本部
IT ソリューションセンター長

河面 秀代

生産革新本部
IT ソリューションセンター長

天野 一茂

デジタルビジネス本部
デジタルビジネス推進室長

営業本部 営業企画推進室長
兼 営業 2 部長

奥村 浩

デジタルビジネス本部 ICT サービス事業部
プラットフォームサービス部長

IT 基盤事業部
プラットフォームサービス部長

左近 輝行

理事
九州支店長
兼 ICT 基盤センター長
兼 営業本部 副本部長(九州担当)

九州支店長
兼 営業本部 副本部長(九州担当)
兼 ソリューション第 1 事業部 副事業部長
(九州担当)
兼 生産革新本部 副本部長(九州担当)
兼 IT 基盤事業部 副事業部長(九州担当)
兼 コーポレート部門 副部門長(九州担当)

コーポレート部門 業務管理センター長

壱東 学

佐々木 康之

3．機構改革について （発令日：2018 年 4 月 1 日）
(1)主旨
2018 年度からの新中期経営計画の達成および将来の更なる成長に向け、
 ＴＩＳインテックグループが掲げる戦略ドメインへの対応力強化
 デジタルビジネスへの対応加速化
 マネジメント力強化
を実現するために事業本部を新設し、それにともなう組織の最適化を実施する。
(2)組織改正の骨子
① 営業本部体制の見直し
アプリケーション営業の体制効率化のため、営業１部と営業 2 部を統合し、概ねアプリケーション担
当部門とインフラ担当部門の 2 部門制とする。
② インダストリー事業本部の新設
要員の最適配置を迅速に行い、ストラテジックパートナービジネス拡大を加速化するため、マテリア
ル領域を担当する「第 1 事業部」と住宅領域およびヘルスケア領域を担当する「第 2 事業部」を傘
下に持つ「インダストリー事業本部」を新設する。
③ アプリケーションサービス事業本部の新設
IT オファリングサービスへの対応力強化のため、SAP や GRANDIT、自社パッケージソリューションと
いったサービス事業領域を対象とする「アプリケーション事業本部」を新設する。
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④ デジタルビジネス事業本部の新設
デジタルビジネス対応を加速化し、フロンティア市場創造ビジネスの創出を目指すため「デジタルビ
ジネス本部」を新設し、「イノベーション推進室」および「ＩＴ基盤事業部」を編入する。
⑤ 九州支店の業務拡大
ビジネスファンクションサービスの強化と拡大のため、「延岡 IT 基盤センター」を IT 基盤事業部から
九州支店に移管する。

TIS ソリューションリンク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西野 隆英）
1．役員異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

常務執行役員
企画本部長
兼 事業推進統括部長

執行役員
事業推進統括部長

大渕 達治

執行役員
企画本部 副本部長
兼 コンプライアンス担当
兼 コンプライアンス・リスク管理統括室長

執行役員
中部事業部長
兼 同事業部 中部ビジネス第一部長

二村 元紀

執行役員
金融・証券ソリューション事業部長

執行役員
金融ソリューション事業部長

赤井 克己

執行役員
金融・証券ソリューション事業部副事業部長
兼 同事業部 証券システム第二部長

執行役員
証券システム事業部長

川畑 泰浩

執行役員
IT・通信ソリューション事業部
IT・通信ソリューション第一部長
兼 同事業部 浜松事業所長

南沢 義美

執行役員
産業ソリューション事業部長
兼 同事業部 浜松事業所長

2．役員新任 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

専務執行役員
関西事業部長

TIS 株式会社

松尾 秀彦

執行役員
中部事業部長

中部事業部
中部ビジネス第二部長

岩崎 智広

執行役員
営業部長

金融ソリューション事業部
金融営業部長

望月 清司

3．部長異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

金融・証券ソリューション事業部
金融ソリューション第一部長

中村 久美紘

金融・証券ソリューション事業部
金融ソリューション第二部長

加藤 英樹
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金融・証券ソリューション事業部
金融ソリューション第三部長

金融ソリューション事業部
金融ソリューション第二部長

金融・証券ソリューション事業部
証券システム第一部長

証券システム事業部
証券システム第一部長

金融・証券ソリューション事業部
金融基盤システム部長

隅内 康明
水谷 淳
貝瀬 弘樹

産業ソリューション事業部副事業部長
兼 同事業部 産業ソリューション第一部長

産業ソリューション事業部
産業ソリューション第一部長

産業ソリューション事業部
宇宙システム部長

宇宙システム事業部 部長

産業ソリューション事業部
産業ソリューション第二部長

橋口 徹也
中村 義憲
飯塚 俊明

IT・通信ソリューション事業部副事業部長
IT・通信ソリューション事業部
兼 同事業部 IT・通信ソリューション第二部長
IT・通信ソリューション第二部長
兼 同事業部 IT・通信ソリューション第四部長

市岡 亨

IT・通信ソリューション事業部
IT・通信ソリューション第一部長

神原 由隆

IT・通信ソリューション事業部
IT・通信ソリューション第三部長

斎藤 裕

中部事業部
営業部長

森 伸幸

中部事業部
ソフトウェア開発部長

塚本 百合子

中部事業部
基盤運用部長

柴田 貢

事業推進統括部
業務改革推進部長

事業推進統括部
営業推進部長

企画本部
企画・総務部長

TIS 株式会社

小川 祐治
上條 恒治

4．機構改革 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
( 1 ) 主旨
「学び」の風土醸成、「技術者の部門間流動性の向上」「社内業務改革」「評価制度向上」を目的に、組
織改正を行う。
( 2 ) 組織改正の骨子
1）ＴＳＯＬアカデミーの新設

」

「技術立社」に向け全社員が「学び」マインドをもち、スキルアップにチャレンジできる
研修組織として「ＴＳＯＬ」アカデミーを新設し、組織的な人材育成を図る
２）営業部の新設

」

顧客開拓を優先する戦略的営業組織として、事業部から独立した営業部を新設
３）金融ソリューション事業部、証券システム事業部の組織最適化
①事業部を統合し「金融・証券ソリューション事業部」に再編
②基盤技術者の育成を目的に金融分野の基盤技術者を「金融基盤システム部」に集約再編
27

③証券システム第二部と同三部を「証券システム第二部」に集約再編
４）産業ソリューション事業部、宇宙システム事業部の組織最適化
①事業部を統合し新「産業ソリューション事業部」に再編

」

②浜松事業所を（IT・通信ソリューション事業部移管より）移管
５）ＩＴ・通信ソリューション事業部内に「ＩＴ・通信ソリューション第四部を新設
６）中部事業部の組織最適化

」

中部エリアの市場特性を踏まえ、顧客別組織から機能別組織「営業部」
「ソフトウェア開発部」「基盤運用部」へ再編
７）「業務改革推進部」の新設
働き方改革の視点から RPA 活用等による業務改革を推進する目的で事業統括推進部
傘下に「業務改革推進部」を新設
８）「新プロダクト開発室」を新設

」

新プロダクト開発を目的として事業推進統括部内に「新プロダクト開発室」を新設。
９）「評価委員会」の新設

」

スキルによる人事評価をより公正化する目的で企画本部内に「評価委員会」を新設。
1０）企画本部傘下の経営企画部・総務部を統合し「企画・総務部」とする。
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株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川原 賢一）
1．代表取締役異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

取締役会長

旧

職

代表取締役社長

名

川原 賢一

株式会社インテック

代表取締役社長

氏

石井 貞行

専務執行役員

株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：山口 文夫）
1．役員退任 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

旧

職

氏

名

退任

取締役会長

平野 尚也

退任

常務取締役

蔵島 隆

2．代表取締役異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

取締役会長

旧

職

代表取締役社長

名

山口 文夫

株式会社スカイインテック

代表取締役社長

氏

品川 宜永

常務取締役

株式会社ネクスウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 宏昌）
1．役員退任 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

退任

旧

職

取締役（非常勤）

氏

名

鈴木 良之

2．役員異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

株式会社インテック
取締役 常務執行役員

取締役（非常勤）

氏

名

上野 唯泰

北国インテックサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：我妻 巧）
1．代表取締役異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

取締役（非常勤）

代表取締役社長

代表取締役社長

常務取締役
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職

氏

名

我妻 巧
青木 政二

株式会社スカイインテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：今井 喜義）
1．役員退任 （発令日：2018 年 3 月 31 日）
新

職

旧

職

氏

名

退任

常務取締役

中川 潔

退任

常務取締役

品川 宜永

2．代表取締役異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新

職

旧

職

退任

代表取締役社長

代表取締役社長

株式会社インテック
常務執行役員
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長

氏

名

今井 喜義

佐野 洋

3．役員異動 （発令日：2018 年 4 月 1 日）
新
常務取締役

職

旧
株式会社インテック
執行役員
中部地区本部長

職

氏

上田 伸一

以 上
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名

株式会社アグレックス
２０１８年度 組 織
2018年4月1日 ～

ビジネスインテグレーション
事業本部

株 主 総 会

企画推進統括部

企画推進部
営業管理部

監 査 役 協 議 会
グループビジネス事業部
監 査 役 室

グループビジネス営業部
産業・公共営業部

取 締 役 会

アカウントビジネス推進部
西日本支社

会 長

中部支社
社 長
ビジネスクリエーション
事業本部

インシュアテック事業部

ビジネステクノロジーサービス第１部
ビジネステクノロジーサービス第２部
ビジネステクノロジーサービス第３部
保険ソリューション部

ＣＲＭソリューション事業部

CRMコンサルテーション部
コンテンツソリューション部
デジタルソリューション部
ソリューション開発部
保険営業第１部
保険営業第２部
ソリューション営業第１部

デジタルトランスフォーメーション
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
金融ソリューション第２部

クラウドソリューション事業部

クラウドソリューション第１部
クラウドソリューション第２部
クラウドソリューション第３部
インフラソリューション部

西日本DX事業部

西日本DX営業部
西日本システムサービス部
西日本クラウドソリューション部

札幌事業所

札幌システムサービス部
金融営業部
ソリューション営業第２部
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ビジネスプラクティス
事業本部

ビジネスマネジメント事業部

ビジネスマネジメント部
ビジネスプラットフォーム部

デジタライズ事業部

デジタライズエントリー部
デジタライズプロセス部
デジタライズコンタクト部

プロセシング事業部

ハイブリッドプロセシング部
ファンクションプロセシング部
プリントプロセシング部

西日本BP事業部

西日本BP営業部
西日本BPサービス部
西日本アカウントビジネス推進部

中部BP事業部

中部BPサービス部
中部アカウントビジネス推進部
BP営業推進部

企画本部

経営企画部

グループ企画室
IT戦略室

人事部
経理部
総務部

BPR推進室
業務推進室

生産・品質管理部
ビジネスパートナー推進部
法務・コンプライアンス部
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