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組織変更及び人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 26 日開催の取締役会において、本年４月１日付で下記の組織変更及び役
員人事を含む人事異動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 組織変更
（１）各事業部の戦略構築体制の強化を目的として『ソフトウェア各事業部』および『テクニ
カルサポート事業部』を『技術開発本部』の下から外し、独立した事業部とする。
（２）フィナンシャルシステム事業部
主力の金融機関向けサービスにおいて地域別に統一された戦略をスピーディに展開する
ことを目的として『営業一部および三部』を新たに『東日本営業一部および二部』に改
編するとともに、
『営業二部』は『西日本営業部』に改称する。
（３）決済ビジネスの確立を目的として『事業本部 決済システムプロジェクト』を部として新
設し、呼称を『決済ビジネス部』とする。
（４）ソフトウェア各事業部
①ソフトウェア開発案件の増加に対応するべくソフトウェア事業部の体制強化を目
的として４事業部体制から５事業部体制とする。
②ソフトウェア事業部の体制強化を目的として『テクニカルサポート事業部 東京
ＴＳ一部・四部および三部の一部』で新たに『ソフトウェア第五事業部』を新設
し、それぞれの呼称を『システム開発一部・二部・三部』とする。
③『ソフトウェア第四事業部』を『ソフトウェア第三事業部』に改称する。
④ソフトウェア事業部の体制強化を目的として『ソフトウェア第三事業部 システム
開発一部および二部』を３開発部体制に改編し、それぞれの呼称を『システム開発
一部・二部・三部』とする。『公共システム事業部 システム開発一部および二部』
を異動し、それぞれの呼称を『システム開発四部・五部』とする。呼称は『ソフト
ウェア第四事業部』とする。
（５）テクニカルサポート事業部
①『東京ＴＳ二部および東京ＴＳ三部の一部』をそれぞれ『ＴＳ一部、二部』とす
る。
②ハードウェアビジネスの効率的な運営を目的として『西日本ＴＳ部』および『中部
ＴＳ部』を統合し、『ＴＳ三部』とする。

（６）本社および管理本部
多様性のある人材活用を目的として『秘書室』を『管理本部
を『管理本部 人事部』にそれぞれ統合する。
２． 取締役人事（2019 年４月１日）
氏 名
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坂田

幸司

小玉
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代表取締役

会長

代表取締役 社長執行役員
事業本部長
取締役 専務執行役員
公共ｼｽﾃﾑ事業部長
兼ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部長
取締役 常務執行役員
流通･eｺﾏｰｽｼｽﾃﾑ事業部長
兼営業二部長 兼営業推進部長

３． 従業員人事（2019 年４月１日）
新役職名
氏 名
執行役員
小川 天平 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長
兼西日本営業部長 兼西日本事業所長
執行役員
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部長
吉村 剛
兼東日本営業二部長 兼営業推進部長
執行役員
技術開発本部 副本部長
兼技術推進部長 兼 IT 推進部長
湯本 哲
兼ｿﾌﾄｳｪｱ第五事業部長
兼ｼｽﾃﾑ開発三部長
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部
儘田 隼一
東日本営業一部長
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健司

安井

啓二

松尾

高良

萩尾

篤史
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睦宏

今井
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青木
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決済ビジネス部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第三事業部長
兼ｼｽﾃﾑ開発一部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第三事業部
ｼｽﾃﾑ開発二部長 兼福岡営業所長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発一部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発二部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発三部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発四部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発五部 部長

総務部』に、『教育部』

旧役職名
代表取締役 社長
代表取締役 専務執行役員
事業本部長 兼ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部長
兼営業推進部長
取締役 常務執行役員
公共ｼｽﾃﾑ事業部長
兼技術開発本部管掌
取締役 常務執行役員
流通･eｺﾏｰｽｼｽﾃﾑ事業部長
兼営業二部長

旧役職名
執行役員
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長
兼営業二部長 兼西日本事業所長
執行役員
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長
兼営業一部長
執行役員
技術開発本部 副本部長
兼ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部長
兼技術推進部長 兼 IT 推進部長
（新任）
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業部 営業三部長
兼事業本部 決済ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部長
兼ｼｽﾃﾑ開発一部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第四事業部
ｼｽﾃﾑ開発二部長 兼福岡営業所長
ｿﾌﾄｳｪｱ第三事業部
ｼｽﾃﾑ開発一部長
流通･eｺﾏｰｽｼｽﾃﾑ事業部
営業推進部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第三事業部
ｼｽﾃﾑ開発二部長
公共ｼｽﾃﾑ事業部
ｼｽﾃﾑ開発一部長
公共ｼｽﾃﾑ事業部
ｼｽﾃﾑ開発二部 部長

氏

名

新役職名

ｿﾌﾄｳｪｱ第五事業部
ｼｽﾃﾑ開発一部長
ｿﾌﾄｳｪｱ第五事業部
谷山 太一
ｼｽﾃﾑ開発二部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部長
池田 竹広
兼 TS 三部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
青木 雅哉
TS 一部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
大久保 和馬
TS 二部長

村山

畑辺
宮﨑

伸

香織
晶

旧役職名
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
東京 TS 一部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
東京 TS 四部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部 副事業部長
兼西日本 TS 部長 兼中部 TS 部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
東京 TS 二部長
ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ事業部
東京 TS 三部長

管理本部 総務部長

教育部長 兼秘書室長

管理本部 業務管理部長

管理本部 総務部長 兼営業管理部長
以

上

