2011 年

8月

23 日

報道関係者 各位
IT ホールディングス株式会社

連結子会社の人事異動および機構改革のお知らせ

IT ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡本晋）は、グループ会社
「TIS 株式会社」と「クオリカ株式会社」の人事異動および機構改革を発表いたします。

TIS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野 徹）
1. 役員異動について （発令日：2011 年 10 月 1 日）
2. 部長異動について （発令日：2011 年 10 月 1 日）
3. 機構改革について （発令日：2011 年 10 月 1 日）
本件に関するお問い合わせ先 ：
TIS 株式会社

企画本部 企画部 担当：畠山

電話 03-5402-2133

クオリカ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西田 光志）
1．部長異動について （発令日：2011 年 7 月 11 日）
本件に関するお問い合わせ先 ：
クオリカ株式会社

経営企画部

担当：栗原 大輔
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電話 03-5857-8122

TIS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野 徹）
1．役員異動 （発令日：2011 年 10 月 1 日）
新

職

旧

職

氏

名

代表取締役副社長
グローバル事業本部管掌
産業事業本部長
兼 公共・宇宙事業本部長

代表取締役副社長
グローバル事業本部担当
産業・公共事業統括本部長

千年 正樹

代表取締役副社長
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
カード事業本部長
兼 フィナンシャル事業本部長

代表取締役副社長
ITソリューションサービス本部担当
IT基盤サービス本部担当
金融事業統括本部長

西野 隆英

常務執行役員
IT基盤サービス本部長

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２事業部長

佐藤 昌敏

常務執行役員
カード事業本部副本部長

常務執行役員
金融事業統括本部 金融第３事業本部長

生宗 潤

常務執行役員
アドバンストソリューション事業部担当
ITソリューションサービス本部長
兼 アドバンストソリューション事業部長

常務執行役員
ITソリューションサービス本部長

佐藤 祐次

常務執行役員
フィナンシャル事業本部副本部長

常務執行役員
金融事業統括本部 金融第２事業本部長
兼 同事業本部 フィナンシャル第３事業部長

石井 克彦

常務執行役員
産業事業本部副本部長

常務執行役員
産業・公共事業統括本部副本部長
兼 同事業統括本部
産業・公共第１事業本部長

執行役員
産業事業本部 中部産業事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第１事業本部 中部第１事業部長

宮下 昌平

執行役員
ITソリューションサービス本部副本部長
兼 同本部
ビジネスシステムコンサルティング事業部長

執行役員
ITソリューションサービス本部副本部長
兼 同本部
ビジネスシステムコンサルティング事業部長

細川 真広

執行役員
フィナンシャル事業本部
フィナンシャル第１事業部長

執行役員
金融事業統括本部
金融第１事業本部副本部長
兼 同事業本部
フィナンシャル第１事業部長

加藤 三郎

執行役員
フィナンシャル事業本部
フィナンシャル第１事業部副事業部長

執行役員
金融事業統括本部 金融第３事業本部
フィナンシャル第４事業部長
兼 同事業部
フィナンシャルシステム第７部長

山形 尚

執行役員
公共・宇宙事業本部
公共システム第２事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第３事業本部長
兼 同事業本部 公共システム事業部長

山本 真市
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加藤 明

執行役員
IT基盤サービス本部副本部長
兼 同本部 IT基盤サービス第２事業部長

執行役員
IT基盤サービス本部副本部長
兼 同本部 IT基盤サービス第１事業部長

執行役員
産業事業本部 西日本産業事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第１事業本部
西日本第１事業部長

松尾 秀彦

執行役員
カード事業本部 カード第１事業部長

執行役員
金融事業統括本部 金融第３事業本部
カード第２事業部長

奥村 康夫

執行役員
カード事業本部 カード第２事業部長

執行役員
金融事業統括本部 金融第１事業本部
カード第１事業部長

菱田 茂

執行役員
カード事業本部 カード第３事業部長

執行役員
金融事業統括本部 金融第３事業本部
カード第３事業部長

森 隆

執行役員
公共・宇宙事業本部副本部長
兼 同事業本部 公共システム第１事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第２事業本部長

與島 幸道

執行役員
フィナンシャル事業本部
フィナンシャル第２事業部長

執行役員
金融事業統括本部 金融第２事業本部
フィナンシャル第２事業部長

武宮 央彦

執行役員
産業事業本部
ネットコミュニケーション事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第２事業本部
公共宇宙ソリューション事業部長
兼 同事業本部
エンタープライズビジネス第２事業部長

大場 信恒

執行役員
産業事業本部 信濃産業事業部長

執行役員
産業・公共事業統括本部
産業・公共第２事業本部
中部第２事業部長

金井 正一

執行役員
IT基盤サービス本部
IT基盤サービス第１事業部長

執行役員
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

小竹 裕之

執行役員
カード事業本部
クレジットプラットフォーム事業部長

執行役員
金融事業統括本部
クレジットプラットフォーム事業部長

辻本 誠

大山 博

2.部長異動 （発令日：2011 年 10 月 1 日）
新

職

氏

名

産業事業本部 エンタープライズビジネス事業部長

山本 修司

ITソリューションサービス本部 ITソリューションサービス事業部長
兼 同本部 ＩＴソリューションサービス企画部長

中村 清貴

カード事業本部 カード第１事業部副事業部長

片桐 修

カード事業本部 カード第2事業部副事業部長

伊藤 浩人
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カード事業本部 カード第3事業部副事業部長

大鐘 晶

産業事業本部 西日本産業事業部副事業部長

太田 重穂

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部副事業部長

岡元 俊美

公共・宇宙事業本部 公共システム第１事業部副事業部長

高嶋 真

公共・宇宙事業本部 公共システム第2事業部副事業部長

冨田 眞一

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部副事業部長
兼 同事業部 ＩＴソリューションサービス第１部長

小松 隆市

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

南澤 一実

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第2事業部副事業部長

林 文記

カード事業本部 カード事業推進部長

近藤 泰正

カード事業本部 クレジットプラットフォーム事業部 プロジェクト企画部長

中森 雅人

カード事業本部 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

カード事業本部 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第１部長

大矢 裕孝

カード事業本部 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第２部長

下山 豪彦

カード事業本部 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

菅田 修

カード事業本部 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２部長

曽我 靖司

カード事業本部 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３部長

大塚 賢司

カード事業本部 クレジットプラットフォーム事業部 クレジット基盤ソリューション部長

池田 哲也

カード事業本部 カード第１事業部 カードシステム第１営業部長

山北 朋範

カード事業本部 カード第１事業部 カードシステム第１部長

高柳 京子

カード事業本部 カード第１事業部 カードシステム第２部長

松本 達史

カード事業本部 カード第２事業部 カードシステム第２営業部長

合田 英明

カード事業本部 カード第２事業部 カードシステム第３部長

早坂 直樹

カード事業本部 カード第２事業部 カードシステム第４部長

有村 大
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カード事業本部 カード第２事業部 カードシステム第５部長

須貝 宗司

カード事業本部 カード第２事業部 カードシステム第６部長

山田 圭介

カード事業本部 カード第３事業部 カードシステム第３営業部長

村澤 昌二郎

カード事業本部 カード第３事業部 カードシステム第７部長

川井 修二

カード事業本部 カード第３事業部 カードシステム第８部長

小島 弘嗣

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル事業推進部長

小島 繁幸

フィナンシャル事業本部 金融ソフトウェアエンジニアリング部長

北 直人

フィナンシャル事業本部 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

高橋 俊郎

フィナンシャル事業本部 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部長

前田 倫彦

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第１事業部 フィナンシャルシステム第３部長

川合 晶

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第１事業部 フィナンシャルシステム第４部長

鏑木 昌幸

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第１事業部 フィナンシャルシステム第５部長

深田 勝一

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第１事業部 フィナンシャル基盤ソリューション部長

木村 和也

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第１事業部 フィナンシャルパッケージ推進部長

野中 浩司

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第２事業部 フィナンシャルシステム第２営業部長

棟方 猛夫

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第２事業部 保険システム第１部長

若松 義之

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第２事業部 保険システム第２部長

藤田 浩司

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第２事業部 フィナンシャルシステム第６部長

加藤 英樹

フィナンシャル事業本部 フィナンシャル第２事業部 フィナンシャルシステム第７部長

高津 栄史

産業事業本部 産業事業推進部長

寺本 英生

産業事業本部 エンタープライズビジネス事業部 エンタープライズビジネス営業部長

田島 泰

産業事業本部 エンタープライズビジネス事業部 エンタープライズビジネス第１部長

矢野 学

産業事業本部 エンタープライズビジネス事業部 エンタープライズビジネス第２部長

谷口 元英
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産業事業本部 エンタープライズビジネス事業部 エンタープライズビジネス第３部長

今西 陽一

産業事業本部 中部産業事業部 中部産業システム営業部長

桑本 大助

産業事業本部 中部産業事業部 中部産業システム第１部長

北尾 雅史

産業事業本部 中部産業事業部 中部産業システム第２部長

小出 敏

産業事業本部 西日本産業事業部 西日本産業システム営業部長

徳橋 康成

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

内堀 剛吏

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

陀安 哲

産業事業本部 西日本産業事業部 西日本産業システム第３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４部長

石井 幸一

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

石本 和寿

産業事業本部 西日本産業事業部 西日本産業システム第６部長

安川 博之

産業事業本部 西日本産業事業部 九州支社長

三浦 泰夫

産業事業本部 信濃産業事業部 信濃産業システム営業部長

宮川 強

産業事業本部 信濃産業事業部 信濃産業システム第１部長

北村 功

産業事業本部 信濃産業事業部 信濃産業システム第２部長

野口 明美

産業事業本部 信濃産業事業部 信濃産業システム第３部長

南沢 義美

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部 ネットコミュニケーション営業部長

河北 昌俊

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部 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 ネットコミュニケーション事業部 ネットコミュニケーション第２部長

音喜多 功

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部 ネットコミュニケーション第３部長

山田 英司

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部 ネットコミュニケーション第４部長

清水 育夫

産業事業本部 ネットコミュニケーション事業部 ネットコミュニケーション第５部長

飯田 敏範

公共・宇宙事業本部 公共・宇宙事業推進部長

小柳津 芳和
6

公共・宇宙事業本部 公共システム第１事業部 公共システム第１営業部長

川村 博光

公共・宇宙事業本部 公共システム第１事業部 公共システム第１部長

水谷 祐樹

公共・宇宙事業本部 公共システム第１事業部 公共システム第２部長

石橋 靖嗣

公共・宇宙事業本部 公共システム第１事業部 宇宙システム部長

神崎 俊次

公共・宇宙事業本部 公共システム第２事業部 公共システム第２営業部長

古川 裕久

公共・宇宙事業本部 公共システム第２事業部 公共システム第３部長

佐野 久始

公共・宇宙事業本部 公共システム第２事業部 公共システム第４部長

寺西 誠

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業推進部長

安井 正樹

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス営業部長

平野 雄彦

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス第２部長

西脇 隆志

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス第３部長

宇杉 功

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス第４部長

林 尚樹

ＩＴソリューションサービス本部 ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス第５部長

入山 秀樹

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

藤田 敏晴

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

山本 学

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２部長

伊藤 健

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３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
エンタープライズリソースマネジメント第４部長

佐々木 哲也

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５部長

山賀 司

ＩＴ基盤サービス本部 データセンター統括部長

阿久津 晃昭

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

斗沢 隆蔵

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第１事業部 ＤＣアウトソーシング営業部長

安藤 黄太
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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部長
兼 同本部 ＩＴ基盤サービス企画室長
兼 同本部 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

松田 毅

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

杉原 秋久

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部長

穴太 隆

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第２事業部 ＩＴ基盤サービス第２営業部長

坂口 憲一

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第２事業部 ＩＴ基盤サービス第２部長

北村 勝美

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第２事業部 ＩＴ基盤サービス第３部長

小倉 崇文

ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第２事業部 DC アウトソーシング第２部長

尾野 隆浩

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

中西 康博

企画本部 営業推進部長
兼 ＩＴ基盤サービス本部 ＩＴ基盤サービス第１事業部 ＥＣセンター推進部長

大渕 達治

3．機構改革 （発令日：2011 年 10 月 1 日）※添付の組織図をご覧ください。
（1）主旨
統合効果を出せる組織編成とするため、事業統括本部･サービス本部配下の旧 3 社の組織を統合する。
（2）組織改正の骨子
1）金融事業統括本部の改正
金融事業統括本部およびその配下の金融第1事業本部、金融第2事業本部、金融第3事業本部を
カード事業本部、フィナンシャル事業本部に集約する。
2）産業･公共事業統括本部の改正
産業･公共事業統括本部およびその配下の産業･公共第1事業本部、産業･公共第2事業本部、
産業･公共第3事業本部を産業事業本部、公共・宇宙事業本部に集約する。
3） ＩＴソリューションサービス本部の改正
アドバンストソリューション事業部をITソリューションサービス本部から独立させ、推進力を強化する。
4） ＩＴ基盤サービス本部の改正
IT基盤サービス本部配下のIT基盤サービス第1事業部、IT基盤サービス第2事業部、
IT基盤サービス第3事業部をIT基盤サービス第1事業部、IT基盤サービス第2事業部に集約する。

クオリカ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西田 光志）
1．部長異動 （発令日：2011 年 7 月 11 日）
新

職

第一事業部 システム第一部長

旧
第一事業部

職

事業推進室

担当部長

氏

名

北川

毅

以 上
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＜参考資料＞

2011年10月1日

TIS株式会社

経営組織図
2011年10月1日時点

株

主

総

会

締

役

会

会

長

社

長

監 査 役 協 議 会
取

経

営

会

議

カ

ー

ド

事

業

本

部

カード事業推進部

クレジットプラットフォーム事業部
プロジェクト企画部
クレジットプラットフォーム営業部
クレジットプラットフォーム第１部
クレジットプラットフォーム第２部
カードネットワーク第１部
カードネットワーク第２部
カードネットワーク第３部
クレジット基盤ソリューション部

内部監査部
企画本部
企画部
人事部
営業推進部
総務部
セキュリティ監理室
秘書室
財務経理部
購買部
法務部
次期情報システム企画室

カード第１事業部
カードシステム第１営業部
カードシステム第１部
カードシステム第２部
カード第２事業部
カードシステム第２営業部
カードシステム第３部
カードシステム第４部
カードシステム第５部
カードシステム第６部

フ ィ ナ ン シ ャ ル 事 業 本 部
フィナンシャル事業推進部
金融ソフトウェアエンジニアリング部
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
フィナンシャルシステム第１部
フィナンシャルシステム第２部
フィナンシャルシステム第３部
フィナンシャルシステム第４部
フィナンシャルシステム第５部
フィナンシャル基盤ソリューション部
フィナンシャルパッケージ推進部

フィナンシャル第２事業部
フィナンシャルシステム第２営業部
保険システム第１部
保険システム第２部
フィナンシャルシステム第６部
フィナンシャルシステム第７部

産

業

事

業

本

産業事業推進部

部

公

共

･

宇

宙

事

業

本

部

公共･宇宙事業推進部

エンタープライズビジネス事業部
エンタープライズビジネス営業部
エンタープライズビジネス第１部
エンタープライズビジネス第２部
エンタープライズビジネス第３部

公共システム第１事業部
公共システム第１営業部
公共システム第１部
公共システム第２部
宇宙システム部

中部産業事業部
中部産業システム営業部
中部産業システム第１部
中部産業システム第２部

公共システム第２事業部
公共システム第２営業部
公共システム第３部
公共システム第４部

西日本産業事業部
西日本産業システム営業部
西日本産業システム第１部
西日本産業システム第２部
西日本産業システム第３部
西日本産業システム第４部
西日本産業システム第５部
西日本産業システム第６部
九州支社
信濃産業事業部
信濃産業システム営業部
信濃産業システム第１部
信濃産業システム第２部
信濃産業システム第３部

カード第３事業部
カードシステム第３営業部
カードシステム第７部
カードシステム第８部

技術本部
情報システム部
生産技術部
品質保証部
先端技術センター
パートナー推進部
セキュアワンセンター

ネットコミュニケーション事業部
ネットコミュニケーション営業部
ネットコミュニケーション第１部
ネットコミュニケーション第２部
ネットコミュニケーション第３部
ネットコミュニケーション第４部
ネットコミュニケーション第５部

SonicGarden

ＩＴソリューションサービス本部
ＩＴソリューションサービス事業推進部
ＩＴソリューションサービス企画部

ＩＴソリューションサービス事業部
ＩＴソリューションサービス営業部
ＩＴソリューションサービス第１部
ＩＴソリューションサービス第２部
ＩＴソリューションサービス第３部
ＩＴソリューションサービス第４部
ＩＴソリューションサービス第５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
エンタープライズリソースマネジメント第１部
エンタープライズリソースマネジメント第２部
エンタープライズリソースマネジメント第３部
エンタープライズリソースマネジメント第４部
エンタープライズリソースマネジメント第５部

Ｉ Ｔ 基 盤 サ ー ビ ス 本 部
ＩＴ基盤サービス事業推進部
データセンター統括部
東京センター情報システム室
名古屋センター情報システム室
大阪センター情報システム室
ＩＴ基盤サービス企画室

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
マイクロペイメントソリューション推進室
環境ソリューション推進室
クラウドテレフォニー推進室
ナレジオン推進室
ＯＳＧｉソリューション推進室

グ ロ ー バ ル 事 業 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
ＤＣアウトソーシング営業部
ＩＴ基盤サービス第１部
ＩＴ基盤サービス第４部
ＤＣアウトソーシング第１部
プラットフォームサービス推進部
ＥＣセンター推進部

ＩＴ基盤サービス第２事業部
ＩＴ基盤サービス第２営業部
ＩＴ基盤サービス第２部
ＩＴ基盤サービス第３部
ＤＣアウトソーシング第２部

グローバルビジネス推進部
北京駐在員事務所
ホーチミン駐在員事務所

