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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 インテックグループの 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、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」
、
「クオリカ株式会社」
「TIS ソリューションリンク株式会社」
「TIS システムサービス株式会社」
「株式会社アイ・ユー・ケ
イ」
「株式会社インテック ソリューション パワー」
「株式会社ネクスウェイ」
「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、代表取締役会長兼社長：桑野 徹）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員新任について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
3．役員異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
4．部長異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
5．機構改革について （発令日：2020 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：北岡 隆之）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
3．部長異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
4．機構改革について （発令日：2020 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．役員異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
2．部長異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
3．機構改革について （発令日：2020 年 4 月 1 日）

クオリカ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：辻本 誠）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員新任について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
3．役員異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
4．部長異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
5．機構改革について （発令日：2020 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．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員異動について （発令日：2020 年 4 月 1 日）

TIS システムサービス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：浅野 俊男）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員新任について （発令日：2020 年 4 月 1 日）
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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：高岡 利光）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員新任について （発令日：2020 年 4 月 1 日）

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：石井 貞行）
1．役員新任について （発令日：2020 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：松森 正彦）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
2．役員新任について （発令日：2020 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：佐野 洋）
1．役員退任について （発令日：2020 年 3 月 31 日）
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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）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職

氏

名

TIS システムサービス株式会社
代表取締役社長就任予定

常務執行役員
IT 基盤技術本部長

株式会社インテック
常務執行役員就任予定

常務執行役員
サービス事業統括本部
エンタープライズ営業企画ユニット
担当
ERP コンサルティングユニット担当
経営管理サービスユニット担当

加藤 三郎

クオリカ株式会社
専務執行役員就任予定

常務執行役員
サービス事業統括本部
AI&ロボティクスビジネスユニット担当
プラットフォームビジネスユニット
担当
保険&メディカルビジネスユニット担当

小竹 裕之

顧問

常務執行役員
管理本部長

浅野 哲也

2．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
執行役員
企画本部 副本部長
兼 同本部 経営管理部長を委嘱

旧

森 隆

職

企画本部 経営管理部長

3．役員異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

氏

名

河村 正和

職

氏

名

代表取締役 副社長執行役員
企画本部担当役員 人事本部担当役員
管理本部担当役員 業務本部担当役員
グローバル本部担当役員
企画本部長を委嘱
品質革新本部管掌
テクノロジー&イノベーション本部管掌
IT 基盤技術事業部管掌

代表取締役 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&イノベーション本部管掌
IT 基盤技術本部管掌

取締役 副社長執行役員
サービス事業統括本部長を委嘱

取締役 専務執行役員
サービス事業統括本部長を委嘱

岡本 安史

取締役 副社長執行役員
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 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

柳井 城作

専務執行役員
人事本部長 兼 業務本部長を委嘱

専務執行役員
人事本部長 を委嘱

専務執行役員
ニアショア推進担当
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部担当役員
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部長
兼 同事業統括本部 産業公共事業本部
CORE プロジェクト推進事業部長を委嘱

常務執行役員
ニアショア推進担当
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部長を委嘱
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安達 雅彦

生宗 潤

細川 真広

専務執行役員
インダストリー事業統括本部
金融事業本部担当役員
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
インダストリー事業統括本部
金融事業本部長を委嘱

堀口 信一

常務執行役員
ビジネスイノベーション事業部担当役員
ビジネスイノベーション事業部長を委嘱

常務執行役員
ビジネスイノベーション事業部長を委嘱

上田 雅弘

常務執行役員
サービス事業統括本部 副統括本部長
兼 同事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット担当
ペイメントサービスユニット担当
クレジットサービスユニット担当
クレジットプロセッシングサービス
ユニット担当
デジタルマーケティングサービス
ユニット担当
AI&ロボティクスビジネスユニット担当を
委嘱

常務執行役員
サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション
営業企画ユニット担当
ペイメントサービスユニット担当
CreditCube サービスユニット担当
デジタルマーケティングサービス
ユニット担当

常務執行役員
IT 基盤技術事業部担当役員
サービス事業統括本部 副統括本部長
兼 同事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット担当
ヘルスケアビジネスユニット担当を委嘱

常務執行役員
企画本部 副本部長を委嘱

常務執行役員
テクノロジー&イノベーション本部担当
役員
テクノロジー&イノベーション本部長を
委嘱

常務執行役員
テクノロジー&イノベーション本部長を
委嘱

常務執行役員
サービス事業統括本部 副統括本部長
兼 同事業統括本部
エンタープライズ営業企画ユニット担当
ERP コンサルティングユニット担当
経営管理サービスユニット担当を委嘱

常務執行役員
サービス事業統括本部
エンタープライズ営業企画ユニット担当
ERP コンサルティングユニット担当
経営管理サービスユニット担当

常務執行役員
企画本部 副本部長
兼 同本部 企画部長
兼 同本部 企画部 TCS 準備室長
兼 同本部 秘書室長を委嘱

執行役員
企画本部 副本部長
兼 同本部 企画部長
兼 同本部 企画部 EXPO2025 推進室長
兼 同本部 秘書室長を委嘱

阿久津 晃昭

執行役員
企画本部 副本部長を委嘱

執行役員
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長を委嘱

間瀬 文康

執行役員
グローバル本部 副本部長を委嘱

執行役員
企画本部 副本部長を委嘱

THANAWAT
LERTWATTANARAK

執行役員
サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット
ジェネラルマネージャーを委嘱

執行役員
サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット
ジェネラルマネージャーを委嘱

中村 清貴

福田 壮志
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北 直人

清水 久史

伊藤 浩人

執行役員
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部長を委嘱

執行役員
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
モダナイゼーションビジネス事業部長
を委嘱

執行役員
管理本部長
兼 業務本部 副本部長を委嘱

執行役員
管理本部 副本部長
兼 企画本部 副本部長を委嘱

執行役員
サービス事業統括本部
AI&ロボティクスビジネスユニット
ジェネラルマネージャー
兼 同事業統括本部 同ユニット
AI&ロボティクスサービス部長を委嘱

執行役員
インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部長を委嘱

執行役員
品質革新本部担当役員
品質革新本部長を委嘱

執行役員
品質革新本部長を委嘱

執行役員
サービス事業統括本部 クレジット
プロセッシングサービスユニット
ジェネラルマネージャー
兼 同事業統括本部 同ユニット
クレジットプロセッシングサービス
企画部長を委嘱

執行役員
サービス事業統括本部
CreditCube サービスユニット
ジェネラルマネージャーを委嘱

エグゼクティブフェロー
ビジネスイノベーション事業部
兼 サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
兼 サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット

エグゼクティブフェロー
ビジネスイノベーション事業部
兼 サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット

エグゼクティブフェロー
テクノロジー&イノベーション本部
兼 インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部

エグゼクティブフェロー
テクノロジー&イノベーション本部

エグゼクティブフェロー
サービス事業統括本部
デジタル社会サービス企画部長
兼 同事業統括本部 デジタル社会
サービス企画部 EXPO2025 推進室長
兼 同事業統括本部
AI&ロボティクスビジネスユニット

エグゼクティブフェロー
テクノロジー&イノベーション本部
副本部長
兼 サービス事業統括本部
会津サービスクリエーションセンター長

矢野 学

伊藤 恒嘉

田島 泰

清水 育夫

林 由之

吉田 博人

熊谷 宏樹

4．部長異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

企画本部 副本部長
兼 同本部 システム企画部長

企画本部
システム企画部長

管理本部 副本部長
兼 同本部 総務部長

管理本部
総務部長
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職

油谷 実紀

氏

名

渡辺 裕
佐久間 巌

業務本部
シェアードサービスセンター長

管理本部
ビジネスプロセス改革部
シニアエキスパート

倉谷 有紀

グローバル本部長

企画本部
海外事業企画部長

古庄 建作

グローバル本部
グローバル事業企画部長

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

川口 利恵子

品質革新本部
エンハンスメント革新部長

サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット
保険&メディカルサービス第１部長

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

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
アドバンスドフィナンシャル事業部
アドバンスドフィナンシャル第１部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
カードネットワーク事業部長

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
副事業部長
兼 同事業部
カードネットワーク推進部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
カードネットワーク事業部 副事業部長
兼 同事業部
カードネットワーク営業部長

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

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
カードネットワーク事業部
カードネットワーク推進部長

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推進部
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 副事業部長

企画本部 副本部長

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

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
アドバンスドフィナンシャル事業部
アドバンスドフィナンシャル営業部長

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

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 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 2 事業部 副事業部長
兼 同事業部
カードシステム第 2 営業部長

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
カードシステム第 2 営業部長

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長

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

森 雅也

武石 直紀

杠 徹也

高橋 和宏

渡部 直樹

大矢 裕孝
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須賀 郁雄

田中 仁史

河北 昌俊

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 副事業部長
兼 同事業部
フィナンシャル公金ビジネス部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
公共事業部 副事業部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
リース・ローン事業部長

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

山田 幸男

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
リース・ローン事業部
リース・ローンビジネス営業部長

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
フィナンシャルビジネス第 5 部長

近藤 泰正

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
リース・ローン事業部
リース・ローンビジネス第 1 部長

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
フィナンシャルビジネス第 5 部 副部長

江口 健一

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
リース・ローン事業部
公共ローンビジネス部長

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
フィナンシャル公共ビジネス部長

作田 義則

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 1 事業部長

松田 裕之

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
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 4 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス第 1 部長
兼 同事業部
エネルギービジネス第 2 部長

水田 康雄

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス第 1 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス第 1 部 副部長

坂本 一敬

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

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
エネルギービジネス事業部
エネルギービジネス第 2 部 副部長

酒井 亮一

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 1 事業部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 1 事業部 副事業部長
兼 同事業部 メディアビジネス第 1 部長

佐々木 喜一郎

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 1 事業部
メディアビジネス第 1 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 1 事業部
メディアビジネス第 1 部 副部長

村山 典子

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部 副事業部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 2 部長

増本 真洋
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玉越 秀敏

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 2 企画営業部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 2 企画営業部 副部長

脇本 大

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 2 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 3 部 副部長

藤田 仁

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 3 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 5 部
産業ビジネス推進室長

原口 毅

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 4 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 4 部 副部長

村瀬 輝靖

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部 副事業部長

サービス事業統括本部
ERP コンサルティングユニット
副ジェネラルマネージャー

北尾 雅史

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部
産業ビジネス第 3 企画営業部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
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

吉村 信哉

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部
産業ビジネス第 5 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 3 部長

榎堀 博昭

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 3 事業部
産業ビジネス第 6 部長

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
産業ビジネス第 2 事業部
産業ビジネス第 5 部長

芝村 仁

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

インダストリー事業統括本部
産業公共事業本部
公共事業部
公共 IT サービス営業部長

瀬貫 博文

サービス事業統括本部
サービス企画部長

サービス事業統括本部
サービス企画部 主査

牟田 佳代

サービス事業統括本部
デジタル社会サービス企画部
会津サービスクリエーションセンター長

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット 主査

岡山 純也

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
副ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット デジタルトランス
フォーメーション R&D 部長

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
デジタルトランスフォーメーション企画
部長

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
デジタルトランスフォーメーション
マーケティング部長

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
デジタルトランスフォーメーション
企画部 エキスパート
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中村 健

守安 紀子

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
デジタルトランスフォーメーション企画
部長

サービス事業統括本部
デジタルトランスフォーメーション営業
企画ユニット
デジタルトランスフォーメーション
企画部 副部長

サービス事業統括本部
ペイメントサービスユニット
副ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット モビリティサービス部長

サービス事業統括本部
ペイメントサービスユニット
副ジェネラルマネージャー

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

サービス事業統括本部
ペイメントサービスユニット
ペイメントプラットフォームサービス部
エキスパート

サービス事業統括本部
クレジットサービスユニット
理事ジェネラルマネージャー

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
アドバンスドフィナンシャル事業部長

サービス事業統括本部
クレジットサービスユニット
クレジットサービス第１部長

インダストリー事業統括本部
金融事業本部
アドバンスドフィナンシャル事業部
アドバンスドフィナンシャル第１部
副部長

古島 司

サービス事業統括本部
クレジットサービスユニット
クレジットサービス第 2 部長

サービス事業統括本部
ペイメントサービスユニット
ペイメントサービス第 3 部長

森 繁紀

サービス事業統括本部
クレジットプロセッシングサービス
ユニット
副ジェネラルマネージャー

サービス事業統括本部
CreditCube サービスユニット
副ジェネラルマネージャー

サービス事業統括本部
クレジットプロセッシングサービス
ユニット
クレジットプロセッシング基盤サービス
部長

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

サービス事業統括本部
クレジットプロセッシングサービス
ユニット
クレジットプロセッシングサービス第１
部長

サービス事業統括本部
CreditCube サービスユニット
CreditCube+ 第１部長

山口 明

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット
プラットフォームサービス事業戦略部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
ジェネラルマネージャー

川村 智

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
副ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット
クラウド＆セキュリティテクノロジー部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
副ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット
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
プラットフォームビジネスユニット
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
プラットフォームビジネスユニット
プラットフォームサービス営業部 副部長
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岡田 正之

藤井 隆司

関 雄太

谷口 元英

有村 大

石田 充

丸井 崇

酒巻 正治

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
クラウド&セキュリティコンサルティング
部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
プラットフォームサービス
コンサルティング部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
クラウド&セキュリティ第１部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
エンタープライズセキュリティサービス
部長

渡辺 新

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
クラウド&セキュリティ第 2 部長

サービス事業統括本部
プラットフォームビジネスユニット
プラットフォームサービス第 2 部長

松井 敬

サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット
副ジェネラルマネージャー

サービス事業統括本部
保険＆メディカルビジネスユニット
副ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット
保険&メディカルサービス企画部長

小島 繁幸

サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット
ヘルスケアサービス企画営業部長

サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット
メディカル&ヘルスケアサービス部長

岡本 俊之

サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット
ヘルスケアサービス部長

サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット
メディカル&ヘルスケアサービス部
副部長

小糸 直基

サービス事業統括本部
ヘルスケアビジネスユニット
インシュアランスサービス部長

サービス事業統括本部
保険&メディカルビジネスユニット
保険&メディカルサービス第 2 部長

玉置 朗

サービス事業統括本部
経営管理サービスユニット
副ジェネラルマネージャー

サービス事業統括本部
AI&ロボティクスビジネスユニット
ジェネラルマネージャー
兼 同ユニット
AI&ロボティクスサービス部長

川口 恭弘

サービス事業統括本部
経営管理サービスユニット
経営管理サービス第 3 部長

サービス事業統括本部
経営管理サービスユニット
経営管理サービス第 1 部 副部長

平野 弘起

IT 基盤技術事業部長

IT 基盤技術本部 副本部長
兼 同本部 IT 基盤技術推進部長

北村 勝美

IT 基盤技術事業部
IT 基盤技術推進部長

サービス事業統括本部
CreditCube サービスユニット
CreditCube+基盤サービス部長

土田 康展

ビジネスイノベーション事業部
副事業部長
兼 同事業部
ビジネスイノベーション第 2 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第 1 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

黒田 訓功

中村 知人

神原 博史

5．機構改革 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
（1） 主旨
中期経営計画（2018-2020）
「Transformation to 2020」で掲げた事業構造転換のさらなる
推進と、顧客対応力の強化を目的に組織改正を行う。
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（2） 組織改正の骨子
1） インダストリー事業統括本部の改正
①金融分野における事業構造転換の促進に向け、
「カードネットワーク事業部」と
「リース・ローン事業部」を新設する。
②サービス型ビジネスを促進するため、
「アドバンスドフィナンシャル事業部」の業務を
サービス事業統括本部へ移管し、事業部を廃止する。
③特定プロジェクトの推進機能を担うため、
「CORE プロジェクト推進事業部」を新設する。
④産業分野における事業構造転換の促進に向け、
「産業ビジネス第 2 事業部」の一部を、
新設する「産業ビジネス第 3 事業部」へ再編する。
⑤「産業ビジネス第 3 事業部」新設に伴い、
「モダナイゼーションビジネス事業部」の機能
を移管し廃止する。
2） サービス事業統括本部の改正
①クレジットサービス業務を推進するため、
「クレジットサービスユニット」を新設する。
②サービス名称変更に伴い、
「CreditCube サービスユニット」を「クレジットプロセッシン
グサービスユニット」へ改称する。
③ヘルスケアサービス事業を推進するため、
「保険＆メディカルビジネスユニット」を
「ヘルスケアビジネスユニット」へ改称する。
3） 海外事業拡大のため「グローバル本部」を新設し、
「グローバル事業企画部」
「北京駐在員
事務所」
「ホーチミン駐在員事務所」
「ジャカルタ駐在員事務所」を配置する。
4） グループ全体の業務効率改善に向け、
「業務本部」を新設し、
「ビジネスプロセス統括部」
「調達部」
「シェアードサービスセンター」
「オフィススタッフセンター」を配置する。

株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：北岡 隆之）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職

氏

名

TIS ソリューションリンク株式会社
代表取締役社長就任予定

専務執行役員
人事本部、リスク・コンプライアンス室、情
報セキュリティ推進室担当
人事本部長

株式会社ネクスウェイ
専務取締役就任予定

常務執行役員
先端技術研究所担当
先端技術研究所長

荒野 高志

株式会社インテック ソリューション
パワー
専務取締役就任予定

常務執行役員
中部西日本産業事業本部担当
中部西日本産業事業本部長

小山内 誠

2．役員異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

取締役 副社長執行役員
取締役 副社長執行役員
テクノロジー＆マーケティング本部、ビジネ
事業戦略推進本部、コンサルティング事業
スイノベーション事業部、社会基盤事業本部
部、生産技術部、社会基盤事業本部担当
担当

林 弘明

氏

名

新海 章

取締役 副社長執行役員
産業事業本部、第二金融ソリューション事業
本部、中部西日本産業事業本部、札幌センタ
ー、仙台センター、新潟センター担当

取締役 副社長執行役員
産業事業本部、第二金融ソリューション事業
本部、札幌センター、仙台センター、新潟セ
ンター担当

平井 克八

取締役 専務執行役員
行政システム事業本部担当
行政システム事業本部長

取締役 専務執行役員
行政システム事業本部担当
行政システム事業本部長

牧野 賢藏
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取締役 専務執行役員
管理本部、業務改革推進本部、内部統制（リ
スク・コンプライアンス、情報セキュリティ）
担当
管理本部長

取締役 専務執行役員
管理本部、業務改革推進本部、業務管理本部
担当
管理本部長

岸 善之

専務執行役員
第一金融ソリューション事業本部、金融ソリ
ューションサービス事業本部、情報流通基盤
サービス事業本部担当

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、情報流通
基盤サービス事業本部担当

中森 行雄

専務執行役員
金融ソリューションサービス事業本部長

専務執行役員
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

今里 直人

常務執行役員
北陸産業事業本部担当
北陸産業事業本部長

常務執行役員
北陸産業事業本部担当
北陸産業事業本部長

常務執行役員
企画本部、グループ会社管理担当
企画本部長

常務執行役員
企画本部、グループ会社管理担当
企画本部長

眞門 聡明

常務執行役員
流通サービス事業本部担当
流通サービス事業本部長

常務執行役員
流通サービス事業本部担当
流通サービス事業本部長

佐藤 正修

常務執行役員
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 常務執行役員
担当
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 長
長

我妻 巧

疋田 秀三

常務執行役員
人事本部担当
人事本部長

常務執行役員
プロジェクト監理本部担当
企画本部副本部長、経営管理部長

常務執行役員
行政システム事業本部副本部長

常務執行役員
行政システム事業本部副本部長

谷口 庄一郎

常務執行役員
品質革新本部担当

TIS 株式会社
常務執行役員

加藤 三郎

常務執行役員
テクノロジー＆マーケティング本部長

執行役員
事業戦略推進本部長

黛 文彦

常務執行役員
産業事業本部長

執行役員
産業事業本部長

泉 肇一

執行役員
業務改革推進本部長

執行役員
業務改革推進本部長

三上 雅弘

執行役員
管理本部副本部長
東京総務部長

執行役員
東京総務部長

上田 伸一

執行役員
情報流通基盤サービス事業本部長

執行役員
情報流通基盤サービス事業本部長

飯沼 正満

執行役員
総務部長

執行役員
総務部長

五十嵐 陽

執行役員
社会基盤事業本部長

執行役員
社会基盤事業本部長

山口 浩明
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宮下 毅

執行役員
第一金融ソリューション事業本部長

執行役員
第一金融ソリューション事業本部長

武藤 敦也

執行役員
第二金融ソリューション事業本部長

執行役員
第二金融ソリューション事業本部長

藤山 等史

執行役員
理事
産業事業本部副本部長、第一エンタープライ 産業事業本部副本部長、第一エンタープライ
ズソリューション部長
ズソリューション部長
執行役員
中部西日本産業事業本部長

理事
中部西日本産業事業本部副本部長

3．部長異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

林 鋭範

竹村 明弘

氏

名

企画本部
経営管理部長

企画本部
企画部

日南田 恵子

テクノロジー＆マーケティング本部
事業推進部長
兼 広報室長

事業戦略推進本部
事業推進部長

砂古口 昌男

テクノロジー＆マーケティング本部
事業企画部長

事業戦略推進本部
事業企画部

白神 真美

テクノロジー＆マーケティング本部
新事業開発部長

事業戦略推進本部

安吉 貴幸

テクノロジー＆マーケティング本部
先端技術研究所長

業務管理本部長

竹田 浩徳

管理本部
業務管理部長

業務管理本部
東京業務部長

谷本 千鶴

管理本部
中部西日本業務管理部長

業務管理本部
西日本業務部長

管理本部
北陸業務管理部長

業務管理本部
北陸業務部長

山本 美徳

管理本部
情報セキュリティ推進室長

第二金融ソリューション事業本部
金融システム営業部長

山田 重明

業務改革推進本部
ビジネスプロセス改革部長

コンサルティング事業部長

業務改革推進本部
購買・パートナー部長

業務改革推進本部
購買・パートナー部

中野 宏一

品質革新本部長
兼 生産技術部長

生産技術部長

中山 登志明

品質革新本部副本部長
兼 プロジェクト監理部長

プロジェクト監理本部長
兼 プロジェクト監理部長

鈴木 智秀

品質革新本部
協業計画推進部長

業務改革推進本部
購買・パートナー部

早瀬 正章

ビジネスイノベーション事業部長
兼 ＤＸソリューションセンター所長

社会基盤事業本部副本部長
兼 ＤＸソリューションセンター所長

山崎 貴弘

ビジネスイノベーション事業部
コンサルティング部長

コンサルティング事業部

岡 真一郎
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嶋谷 治

網谷 真

産業事業本部
電機営業部長

北陸産業事業本部
北陸産業システム営業部長

川開 真悟

産業事業本部
生活産業営業部長

流通サービス事業本部
サービス基盤営業部長

山本 信是

流通サービス事業本部副本部長
兼 サービス第三システム部長

流通サービス事業本部副本部長
兼 サービスセンター所長

堀内 健司

社会基盤事業本部副本部長
兼 社会基盤営業部長

社会基盤事業本部
事業推進部長
兼 社会基盤営業部長

前畑 晃

社会基盤事業本部
事業推進部長

社会基盤事業本部
社会システムソリューション部副部長

高久 淳

第一金融ソリューション事業本部副本部長
兼 第一金融ソリューション事業本部
金融事業企画部長

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部長

伊藤 敏浩

第一金融ソリューション事業本部
バンキングシステム部長

第一金融ソリューション事業本部
金融第一システム部副部長

齋田 高明

第二金融ソリューション事業本部
金融事業企画部長

第二金融ソリューション事業本部
保険システム部長

濱岡 英雄

第二金融ソリューション事業本部
金融システム営業部長

第二金融ソリューション事業本部
ＴＭシステム部長

山本 一成

第二金融ソリューション事業本部
ＴＭシステム部長

第二金融ソリューション事業本部
ＴＭシステム部開発第一課長

湯原 佳子

第二金融ソリューション事業本部
保険システム部長

第二金融ソリューション事業本部
金融事業企画部長

三原 法隆

金融ソリューションサービス事業本部副本
金融ソリューションサービス事業本部副本
部長
部長
兼 金融ソリューション事業戦略部長
兼 金融ソリューション事業戦略部長
兼 金融クラウドサービス部長

桑野 修一

金融ソリューションサービス事業本部
金融ソリューションサービス営業部長

仙台センター所長

佐藤 靖夫

金融ソリューションサービス事業本部
金融クラウドサービス部長

金融ソリューションサービス事業本部
金融クラウドサービス部副部長

石井 二三男

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ＤＣサービス事業部長
兼 首都圏ＤＣサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウド基盤システム部長

富樫 信輔

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
アドバンスト運用サービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
西日本ＤＣサービス部長

波田 賢也

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
西日本ＤＣサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
西日本ＤＣサービス部システムアーキテク
ト課長

寺尾 浩平

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウド基盤システム部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウド基盤システム部副部長

杉山 陽一

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
クラウドプロダクトサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ビジネスソリューション部長

吉岡 哲
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ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ネットワークサービス事業部長
兼 ネットワークサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ネットワークサービス部長

鍛原 卓

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ＴＰＳサービス部長

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
ネットワークソリューション部長

圓佛 弘志

情報流通基盤サービス事業本部
事業企画部長

TIS 株式会社より出向

浦田 賢一

情報流通基盤サービス事業本部
サービス基盤運用部長

情報流通基盤サービス事業本部
サービス基盤運用部副部長

戸村 誠郎

情報流通基盤サービス事業本部
カスタマーサービス開発第一部長

情報流通基盤サービス事業本部
カスタマーサービス開発部長

鈴木 正紀

情報流通基盤サービス事業本部
カスタマーサービス開発第二部長

情報流通基盤サービス事業本部
サービス基盤運用部長

太田 活雄

情報流通基盤サービス事業本部
アークリッドサービス部長

社会基盤事業本部
アークリッド事業推進部長

後藤 光治

中部西日本産業事業本部副本部長
兼 中部営業部長

産業事業本部
電機営業部長

石原 時夫

中部西日本産業事業本部副本部長
兼 事業推進部長

中部西日本産業事業本部
事業推進部長

熊野 祥一

中部西日本産業事業本部
中部産業ソリューション部長

中部西日本産業事業本部
中部産業第二ソリューション部長

中部西日本産業事業本部
西日本第一営業部長

中部西日本産業事業本部
西日本流通ソリューション部長

中部西日本産業事業本部
西日本第二営業部長

産業事業本部
生活産業営業部長

高橋 浩

中部西日本産業事業本部
西日本産業第二ソリューション部長

中部西日本産業事業本部
西日本サービスソリューション部長

平松 稔

中部西日本産業事業本部
九州センター所長

中部西日本産業事業本部
中四国営業所長
兼 九州センター所長

坂本 誠也

北陸産業事業本部副本部長
兼 金融システム部長

北陸産業事業本部
金融システム部長

山本 克也

北陸産業事業本部
北陸産業システム営業部長

北陸産業事業本部
長野営業所長

清田 真也

北陸産業事業本部
長野営業所長

流通サービス事業本部
サービス第一営業部営業第二課長

神山 和也

行政システム事業本部
行政システムサービス部長

行政システム事業本部
行政システムサービス部運用サービス課長

行政システム事業本部
公共ソリューション部長

行政システム事業本部
公共ソリューション営業部長
兼 公共ソリューション開発部長

行政システム事業本部
農業保険システム部長

行政システム事業本部
収入保険プロジェクトチーム統括プロジェ
クトマネージャ

仙台センター所長

仙台センター副所長
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早山 仁
浅黄 博紀

石浦 亮

浜崎 純宏

江田 浩

梨木 勝已

4．機構改革 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
4-1．主旨
来期主要施策として“新規事業や新商品・サービスの創出強化”
、
“ビジネスプロセスの改革”等を進
めるために、以下のとおり組織を改定する。
4-2．組織改正の骨子
（1） 本社系機能の改編
①「事業戦略推進本部」の改称と改編
新規事業、新商品・サービス創出を強力に推進すべく先端技術、マーケティング、事業推進
機能を集約する。
ア）
「事業戦略推進本部」に社長直下の「先端技術研究所」を編入し、
「テクノロジー＆
マーケティング本部」に改称する。
イ）
「新事業開発部」を新設する。
②「管理本部」の改称と改編
新システムおよびグループシェアードの導入に伴い、新業務プロセスの安定的な運用体制を
構築する。
ア）
「業務改革推進本部」の下部組織「業務改革部」と「業務管理本部」の下部組織「東京
業務部」を統合し、
「業務管理部」と改称する。
イ）
「業務管理本部」の下部組織「中部業務部」と「西日本業務部」を統合し、
「中部西日本
業務管理部」に改称する。
ウ）
「業務管理本部」の下部組織「北陸業務部」を編入し、
「北陸業務管理部」に改称する。
③「業務改革推進本部」の改編
ビジネスプロセスの改革を推進する。
ア）
「ビジネスプロセス改革部」を新設する。
④「プロジェクト監理本部」の改称と改編
生産性、品質、技術力向上施策の一層の推進および定着を図るために生産技術、プロジェク
ト監理、品質監理機能を集約する。
ア）
「プロジェクト監理本部」に社長直下の「生産技術部」を編入し、
「品質革新本部」に
改称する。
イ）
「業務改革推進本部」の下部組織「購買・パートナー部」よりパートナー協業の企画・
推進機能を移管し、
「協業計画推進部」を新設する。
（2） 事業系機能の改編
①「ビジネスイノベーション事業部」の改称と改編
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）について、構想から開発、業務運用開始に至る
まで一貫したサービスを提供できるように関連組織を集約する。
ア）
「ビジネスイノベーション事業部」を新設する。
イ）
「コンサルティング事業部」を編入し、
「コンサルティング部」に改称する。
ウ）
「社会基盤事業本部」の下部組織「ＤＸソリューションセンター」を編入する。
②「情報流通基盤サービス事業本部」の改編
ＥＤＩ事業のグループ内再編を通じて当該分野の事業拡大を図る。
ア）ＥＤＩ事業を推進するため「事業企画部」および「カスタマーサービス開発第二部」を
新設する。
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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．役員異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
旧
職

氏

名

常務執行役員
営業本部長
兼 西日本支社長
兼 中部支社長

常務執行役員
ビジネスファンクションサービス事業本部
長

中井 利昌

常務執行役員
企画本部 副本部長
兼 総務部長

常務執行役員
デジタルトランスフォーメーション事業本
部長

櫛渕 和則

常務執行役員
デジタルトランスフォーメーション事業本 常務執行役員
部長
デジタルトランスフォーメーション事業本
兼 リージョンパートナーシップビジネス事 部 副本部長
業部長

棟方 猛夫

常務執行役員
常務執行役員
ビジネスファンクションサービス事業本部 西日本事業本部長
長
兼 西日本 DX 事業部長

山田 佳邦

執行役員
営業本部 副本部長

執行役員
デジタルトランスフォーメーション事業本
部 副本部長

早川 真史

執行役員
企画本部 副本部長

執行役員
企画本部 副本部長
兼 総務部長

青井 貴志

執行役員
営業本部 営業統括部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスインテグレーション事業部長

川上 祐一

執行役員
営業本部 営業企画部長

西日本事業本部
西日本営業部長

安藤 黄太

2．部長異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

氏

名

営業本部
営業統括部 営業第 1 部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスインテグレーション事業部
営業第 2 部長

伊東 恒太

営業本部
営業統括部 営業第 2 部長

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
保険ビジネス事業部
保険ビジネス第 3 部長

浅岡 信好

営業本部
営業統括部 営業第 3 部長
兼 西日本営業部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスインテグレーション事業部
営業第 3 部長

天野 和陽

営業本部
営業統括部 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
CRM ソリューション事業部
ソリューション営業第 1 部長

森田 純一

営業本部
営業統括部 ソリューション営業第 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
ソリューション営業第 2 部長

高木 浩史

営業本部
業務変革サービス部長

渡部 久幸
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営業本部
BPI 戦略企画部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
BFS 戦略企画部長

兼森 憲二

ビジネスファンクションサービス事業本部 執行役員
副本部長
内部監査室長

武田 正人

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスマネジメント事業部 副事業部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
デジタライズ事業部長

鳥海 雅寛

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスマネジメント事業部
AI ビジネス開発部長

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
中山 慎二郎
CRM コンサルテーション部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
プロセシング事業部長

長崎 和哉

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部 副事業部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
ビジネスインテグレーション事業部
営業第 1 部長

小和瀬 均

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部 副事業部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
西日本ＢＰサービスセンター 事業部長

橋本 一彦

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
デジタライズサービス部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
デジタライズ事業部
デジタライズエントリー部長

酒井 拓郎

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
コンタクトサービス部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
デジタライズ事業部
デジタライズコンタクト部長

鷹觜 泰司

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
プロセシングサービス第 1 部長

藤井 尚弥

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
プロセシングサービス第 2 部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
プロセシング事業部
プロセシング第 1 部長

西久保 博史

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
西日本 BP サービス部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
西日本 BP サービスセンター
西日本 BP サービス部長
兼 西日本アカウントビジネス推進部長

西村 昭彦

ビジネスファンクションサービス事業本部
オペレーションサービス事業部
中部 BP サービス部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
中部 BP サービスセンター
中部 BP サービス部長

野田 孝生

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
金融ビジネス事業部
金融ビジネス第 1 部長

春風 悟

ストラテジックパートナーシップビジネス
ビジネスファンクションサービス事業本部
事業本部
デジタライズ事業部
金融ビジネス事業部
デジタライズプロセス部長
金融ビジネス第 3 部長

土井 毅

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
保険ビジネス事業部
保険ビジネス第 1 部長

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
金融ビジネス事業部
金融ビジネス第 3 部長
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二見 晋一

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
保険ビジネス事業部
保険ビジネス第 3 部長

家本 尚輝

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
CRM ソリューション事業部 副事業部長
兼 デジタル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
片田江 喜久
CRM ソリューション事業部
デジタル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
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

ストラテジックパートナーシップビジネス
事業本部
鳴嶋 慎一郎
保険ビジネス事業部
保険ビジネス第 1 部長

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
CRM ソリューション事業部
DX インテグレーション部長

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
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部長

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
大阪 健一朗
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
西日本クラウド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
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

福永 周一

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
デジタルトランスフォーメーション事業本
リージョンパートナーシップビジネス事業 部
部 副事業部長
札幌事業所長
兼 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
西日本事業本部
リージョンパートナーシップビジネス事業 西日本 DX 事業部
部
西日本システムサービス部長
西日本 DX パートナーシップビジネス部長

佐藤 光昭

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
リージョンパートナーシップビジネス事業
部
札幌システムサービス部長

髙橋 誠司

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

望月 圭

デジタルトランスフォーメーション事業本 西日本事業本部
部
西日本 DX 事業部
DX ソリューション開発部長
西日本クラウドソリューション部長

森 紳太郎

デジタルトランスフォーメーション事業本
部
DX ビジネス推進部長

仲田 朋宏

企画本部
生産・品質管理部長

ビジネスファンクションサービス事業本部
プロセシング事業部
プロセシング第 2 部長

髙濵 智生

企画本部
IT 推進部長

デジタルトランスフォーメーション事業本
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

古田 陽治
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企画本部
法務・コンプライアンス部長

企画本部
生産・品質管理部長
兼 法務・コンプライアンス部長

内部監査部長

企画本部
業務管理部長

高橋 美博

岩本 比呂美

3．機構改革 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
(1) 主旨
中期経営計画（アッピン・ザ・コア）の最終目標必達に向けて、戦略ドメインならびに BPI
の推進、当社事業を顧客に着実に提供できる体制の確立、次期中計をも見据えた新規ビジ
ネスの創出を実践するために
1) 営業機能の強化
2) クラウド事業の強化
3) センターフォーメーションの刷新
4) 新規ビジネス立ち上げ機能の設置
を目的とした 2020 年度の組織改編を実施する。
(2) 組織改正の骨子
2019 年度下期におけるビジネスファンクションサービス事業本部、ストラテジックパート
ナーシップビジネス事業本部、デジタルトランスフォーメーション事業本部、西日本事業
本部を以下の 4 つの本部に再編、管理部門として企画本部は管下組織を再編する。
1) 営業本部
企画・管理を含めた営業機能を集約、アカウント・サービス・ソリューション・リージ
ョンを横断した販売戦略を実践する役割を担う。
① 営業統括部
当社における営業機能を更に集約再編し、全社の営業活動の基幹を担う。
管下に保険系顧客を担当する「営業第 1 部」
、金融系顧客を担当する「営業第 2 部」
、産
業・公共系顧客を担当する「営業第 3 部」
、中部以西の顧客を担当する「西日本営業
部」
、CRM ソリューションの提供を担当する「ソリューション営業第 1 部」
、クラウドソリ
ューションの提供を担当する「ソリューション営業第 2 部」を設置する。
② 営業本部管下に営業企画・管理機能を担う「営業企画部」
、ビジネス変革サービスの
推進を担う「業務変革サービス部」
、BPI 推進のための戦略策定を担う「BPI 戦略企画
部」を設置する。
2) ビジネスファンクションサービス事業本部（以下 BFS 事業本部）
全国横断的に BFS 推進に向けた戦略遂行と業務実施、既存 BPO 機能の高度化、センター
フォーメーションの更新を担う。
① ビジネスマネジメント事業部
プロジェクトおよび業務の管理、既存 BPO 機能の高度化、センターフォーメーションの
更新を担うとともに、基盤システム・業務インフラ構築、AI×BPO データ による新規ビ
ジネス創出を担う。
管下に「ビジネスマネジメント部」
「ビジネスプラットフォーム部」
「AI ビジネス開発
部」を設置する。
② オペレーションサービス事業部
各拠点における BPO 業務の遂行、センター管理を生産性・品質の観点を以て担う。
管下に「デジタライズサービス部」
「コンタクトサービス部」
「プロセシングサービス第
１部」
「プロセシングサービス第 2 部」
「西日本 BP サービス部」
「中部 BP サービス部」を
設置する。

20

3) ストラテジックパートナーシップビジネス事業本部（以下 SPB 事業本部）
引き続き顧客密着型のサービスによる顧客課題の理解、そこからの提案/BPR 推進、顧客
情報を受発信するアンテナとしての役割を担う。
① 金融ビジネス事業部
銀行をはじめとする金融系顧客向けの、SE・IT アドバイザー・事務の顧客密着型サービ
スを提供する。
管下に銀行向けサービスを担う「金融ビジネス第 1 部」
、SE によるサービスを担う「金融
ビジネス第 2 部」
、IT アドバイザーや事務によるサービスを担う「金融ビジネス第 3 部」
を設置する。
② 保険ビジネス事業部
保険系顧客向けの、SE・IT アドバイザー・事務の顧客密着型サービスを提供する。
管下に IT アドバイザーや事務によるサービスを担う「保険ビジネス第 1 部」
「保険ビジ
ネス第 2 部」
、SE によるサービスを担う「保険ビジネス第 3 部」を設置する。
③ SPB 事業本部管下に、ビジネスモデルの変容、新規ビジネスモデルの創出を行う「SPB
企画推進部」を設置する。
4) デジタルトランスフォーメーション事業本部（以下 DX 事業本部）
全国横断的に CRM 系ソリューションとクラウド系ソリューションのそれぞれの拡大を目
指すとともに、双方を融合させた独自のソリューションを創出、マーケティング/営業支
援領域における事業拡大を担う。
① CRM ソリューション事業部
IT と BPO/BPI を融合した CRM 事業の戦略の立案、推進を担う。
管下には「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」を設置、あわせ
て CRM 領域の周辺開発・コンテンツ開発を担う「DX インテグレーション部」を設置す
る。
② 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に関するコンサルティングと構築提案、受託開発を提供する。
管下には「クラウドソリューション部」
「西日本クラウドソリューション部」
「インフラ
ソリューション部」を設置する。
③ リージョンパートナーシップビジネス事業部
リージョン戦略として西日本・札幌における開発事業を担い、あわせて DX 事業本部をは
じめ各事業との連携を推進する。
管下に「西日本 DX パートナーシップビジネス部」
「札幌システムサービス部」を設置す
る。
④ DX 事業本部管下に、クラウド活用開発や営業支援を担う「DX ソリューション開発
部」
、プロジェクトマネジメントや相当する人材の育成を担う「DX ビジネス推進部」を設
置する。
5) 企画本部
全社の中長期的な方向性の策定および実現のための戦略、施策の策定、実施とともに、
全社管理サービスに関する機能を担う。
管下に、
「経営企画部」
「総務部」から社内システムに関する機能を分離し「IT 推進部」
として新設、引き続き「経営企画部」
「人事部」
「経理部」
「総務部」
「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」を設置する。
6) 西日本支社/中部支社/札幌事業所/内部監査部
社長直轄組織として地域拠点の管理機能を担う「西日本支社」
「中部支社」
「札幌事業
所」を設置、あわせて「内部監査部」を設置する。
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クオリカ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：辻本 誠）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職
参与
インダストリーサービス事業部担当就任
予定

専務執行役員 コーポレート本部担当
兼 MA 第二事業部 データトロン事業推進室
管掌

TIS 株式会社 顧問就任予定

常務執行役員 コーポレート本部長

2．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

専務執行役員 営業統括本部担当、流通サー
TIS 株式会社 常務執行役員
ビス事業部担当
3．役員異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

氏

名

馬場 浩之

大山 博

氏

名

小竹 裕之

氏

名

常務執行役員 MA 第一事業部担当、インダス
トリーサービス事業部担当、ビジネスイノベ
執行役員 MA 第二事業部長
ーション事業部担当、イノベーションテクノ
ロジー本部担当

土居 俊二

常務執行役員 プラットフォームサービス事
常務執行役員 プラットフォームサービス事
業部担当、コーポレート本部担当 兼 コーポ
業部長
レート本部長

本村 正義

執行役員 インダストリーサービス事業部長

前田 正之

執行役員 IoT ソリューション事業部長

執行役員 営業統括本部長 兼 ビジネスイノ
執行役員 営業統括本部長
ベーション事業部長

宮下 孝夫

執行役員 CTO 兼 プラットフォームサービ
執行役員 CTO イノベーションテクノロジー ス事業部 副事業部長 兼 先進テクノロジー
本部長
センター長 兼 コーポレート本部 生産革新
部管掌

坪口 智泰

執行役員 プラットフォームサービス事業部 執行役員 プラットフォームサービス事業部
長
副事業部長

古澤 義史

4．部長異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職

旧

職

営業統括本部 営業企画部長 兼 ビジネスイ
営業統括本部 営業企画部長
ノベーション事業部 新事業企画部長

氏

名

岡 邦彦

MA 第一事業部 ビジネスシステム 3 部長

MA 第一事業部 ビジネスシステム 3 部 統括
マネジャー

中村 匡志

MA 第一事業部 ビジネスシステム 5 部長

MA 第一事業部 ビジネスシステム 3 部 統括
マネジャー 兼 ビジネスシステム 2 部 統括
マネジャー

中西 亨

インダストリーサービス事業部 副事業部長

MA 第二事業部 副事業部長

金井 雄司

インダストリーサービス事業部 副事業部長

MA 第二事業部 副事業部長

盛田 義昭
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インダストリーサービス事業部 インダスト MA 第二事業部 ビジネスシステム 7 部 統括
リービジネス 1 部長
マネジャー

関水 勝

インダストリーサービス事業部 インダスト
MA 第二事業部 ビジネスシステム 7 部長
リービジネス 2 部長

伊藤 正幸

インダストリーサービス事業部 インダスト
MA 第二事業部 ビジネスシステム 6 部長
リービジネス 3 部長

松浦 大

インダストリーサービス事業部 インダスト
MA 第二事業部 ビジネスシステム 5 部長
リービジネス 4 部長

佐藤 靖

インダストリーサービス事業部 インダスト MA 第二事業部 ビジネスシステム 5 部 統括
リービジネス 5 部長
マネジャー

石森 雅文

インダストリーサービス事業部 インダスト IoT ソリューション事業部 IoT ソリューシ
リーソリューション部長
ョン開発部長

三村 和則

インダストリーサービス事業部 JSCAST 事業
MA 第二事業部 JSCAST 事業推進室長
推進室長

八十田 稔

インダストリーサービス事業部 データトロ
MA 第二事業部 データトロン事業推進室長
ン事業推進室長

伊藤 賢一

インダストリーサービス事業部 WebLight 事 IoT ソリューション事業部 IoT コンポーネ
業推進室長
ント部長

笹﨑 正生

プラットフォームサービス事業部 プラット プラットフォームサービス事業部 データセ
フォームサービス部長
ンターサービス部長

福永 祥也

プラットフォームサービス事業部 IT オペレ プラットフォームサービス事業部データセ
ーションセンター長
ンターサービス部 統括マネジャー

遠藤 潤

イノベーションテクノロジー本部 副本部長
コーポレート本部 生産革新部長
兼 生産革新部長

甚内 和浩

イノベーションテクノロジー本部 先進テク
MA 第二事業部 ビジネスシステム 5 部 主幹
ノロジーセンター長

番 真悟

グローバル事業本部長 兼 QUALICA Asia
QUALICA Asia Pacific Pte. Ltd.
Pacific Pte. Ltd.

中村 薫

グローバル事業本部 グローバル事業企画部
コーポレート本部 海外事業推進部長 兼 タ
長 兼 グローバル事業管理室長 兼 タイ駐
イ駐在員事務所長
在員事務所長

山崎 英也

5．機構改革 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
（1） 主旨
事業拡大を目指し、各事業部･本部内の部門編成の変更、および事業移管を実施する。
（2） 組織改正の骨子
1） MA 第二事業部から「インダストリーサービス事業部」に改称。顧客密着型での情報
システムの販売・構築・保守、および自社パッケージ製品の開発、提案・導入・保
守を担う
2） IoT 事業のコア事業化に加え、社会的ニーズに応える最新技術を生かした新サービス
の企画・創出をミッションとして、IoT ソリューション事業部から「ビジネスイノベ
ーション事業部」に改称
3） 全社の運用ビジネスの拡大を目的に、プラットフォームサービス事業部を再編
4） 先進 ICT 技術の全社戦略の企画・推進、高度技術者の育成、品質・セキュリティ技
術・生産性向上を目的とし、
「イノベーションテクノロジー本部」を新設
5） グローバル事業の拡大に向け、海外事業戦略策定・推進及び人材育成の促進を目的
とし、海外事業全体を総括する「グローバル事業本部」を新設
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6）

関連事業部･本部間連携の強化、各事業部･本部経営機能の強化を目的に、全事業部･
本部に､担当役員を配置

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．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職
TIS 株式会社 特別顧問就任予定

代表取締役社長

2．役員異動 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
代表取締役社長就任予定

旧

職

取締役（非常勤）
株式会社インテック 専務執行役員

代表取締役社長

2．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
代表取締役社長就任予定

旧

職

TIS 株式会社 常務執行役員

取締役会長

2．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
取締役（非常勤）
株式会社インテック
常務執行役員

氏

名

林 弘明

氏

名

浅野 俊男

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：高岡 利光）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職
退任

名

西野 隆英

TIS システムサービス株式会社（本社：東京都新宿、代表取締役社長：浅野 俊男）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職
TIS 株式会社 顧問就任予定

氏

氏

名

森 隆

氏

名

山口 文夫

旧

株式会社インテック
常務執行役員

職

氏

名

眞門 聡明

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：石井 貞行）
1．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
旧
職
氏
名
専務取締役

株式会社インテック
常務執行役員
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小山内 誠

株式会社ネクスウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：松森 正彦）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職
退任

取締役相談役

2．役員新任 （発令日：2020 年 4 月 1 日）
新
職
専務取締役

氏

名

田中 宏昌

旧

職

株式会社インテック
常務執行役員

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：佐野 洋）
1．役員退任 （発令日：2020 年 3 月 31 日）
新
職
旧
職

氏

名

荒野 高志

氏

名

退任

常務取締役

名越 康彦

退任

取締役

関口 清富
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