
2014年1月30日

ＳＣＳＫ株式会社

代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 中井戸　信英

     （コード番号 9719 東証 第一部）

広報部長 秦　享志

（TEL. 03-5166-1150）

　当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役員人事等について決議いたしましたので

お知らせいたします。

1．取締役人事

(1) 新任

2014年6月（正式には2014年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 常務執行役員 遠藤　正利

（2014年4月1日専務執行役員就任予定）

2．執行役員人事

(1) 昇格

2014年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 鎌田　裕彰

分掌役員（開発センター） 分掌役員（開発センター）

産業システム事業部門長 産業システム事業部門長

取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 栗本　重夫

プラットフォームソリューション事業部門長 プラットフォームソリューション事業部門長

ソリューション事業部門 副部門長 ソリューション事業部門 副部門長

ビッグデータ戦略推進担当役員※

（※2014年2月1日就任予定）

取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 鳥山　悟

グローバルシステム事業部門長 グローバルシステム事業部門長

SCシステム事業本部長 SCシステム事業本部長

記

会社名

代表者名

問合せ先

取締役および執行役員人事等に関するお知らせ
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取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 市野　隆裕

ビジネスサービス事業部門長 ビジネスサービス事業部門長

事業推進グループ長 事業推進グループ長

取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 福永　哲弥

副分掌役員（財務・リスク管理グループ及びIR 副分掌役員（財務・リスク管理グループ及びIR

担当） 担当）

財務・リスク管理グループ長 財務・リスク管理グループ長

取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 山崎　弘之

分掌役員（経営企画、人事、事業戦略、R&D 分掌役員（経営企画、人事、事業戦略）

センター）

専務執行役員 常務執行役員 遠藤　正利

副分掌役員（業務改革、SE+センター担当） 業務改革グループ長

業務改革グループ長 技術・品質・情報グループ長

SE+センター長

常務執行役員 上席執行役員 向井　健治

産業システム事業部門長補佐 ITマネジメント事業部門長補佐

メディアシステム事業本部長 事業推進グループ長

基盤インテグレーション事業本部長

上席執行役員 執行役員 関　滋弘

産業システム事業部門 産業システム事業部門

通信・クラウド事業本部長 通信・クラウド事業本部長

上席執行役員 執行役員 武井　久直

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

事業推進グループ長 ビジネスソリューション事業本部長

ERPソリューション第一事業本部長

上席執行役員 執行役員 内藤　幸一

ITマネジメント事業部門 ITマネジメント事業部門

マネジメントサービス事業本部長 マネジメントサービス事業本部長

上席執行役員 執行役員 渡辺　篤史

ITマネジメント事業部門 ITマネジメント事業部門

西日本ITマネジメント事業本部長 西日本ITマネジメント事業本部長

上席執行役員 理事 新庄　崇

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

ITプロダクト&サービス事業本部長 ITプロダクト&サービス事業本部長

ネットワークセキュリティ部長 ネットワークセキュリティ部長
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上席執行役員 執行役員 清水　康司

経営企画グループ長 経営企画グループ長

上席執行役員 執行役員 川嶋　義純

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第三事業本部長 金融システム第三事業本部長

上席執行役員 執行役員待遇 上田　哲也

事業戦略グループ長 事業戦略グループ長

ビッグデータ戦略推進室長※

R&Dセンター担当役員

ITマネジメント事業部門長補佐

事業推進グループ長

（※2014年2月1日就任予定）

執行役員 理事 上野　裕治

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

製造エンジニアリング事業本部長 製造エンジニアリング事業本部長

執行役員 理事 渡辺　孝治

産業システム事業部門 産業システム事業部門

中部システム事業本部長 中部システム事業本部長

執行役員 理事 三ッ石　利彦

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第二事業本部長 金融システム第二事業本部長

西日本金融事業本部長

執行役員 理事 河辺　恵理

人事グループ 副グループ長 人事グループ

人材開発部長 人材開発部長

(2) 分掌変更

2014年2月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 栗本　重夫

プラットフォームソリューション事業部門長 プラットフォームソリューション事業部門長

ソリューション事業部門 副部門長 ソリューション事業部門 副部門長

ビッグデータ戦略推進担当役員

執行役員待遇 執行役員待遇 上田　哲也

事業戦略グループ長 事業戦略グループ長

ビッグデータ戦略推進室長
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2014年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 熊﨑　龍安

分掌役員（経理、業務改革、SE+センター） 分掌役員（経理、業務改革、技術・品質・情

報）

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 谷原　徹

ITマネジメント事業部門長 ITマネジメント事業部門長

基盤インテグレーション事業本部長

常務執行役員 常務執行役員 加藤　敏幸

グローバルシステム事業部門長補佐 グローバルシステム事業部門長補佐

事業推進グループ長 事業推進グループ長

グローバルシステム事業本部長 グローバルシステム事業本部長

中国・アジア総代表

住商信息系統(上海)有限公司 董事長

上席執行役員 上席執行役員 印南　淳

ソリューション事業部門長補佐 ソリューション事業部門

株式会社CSK Winテクノロジ 代表取締役社長 事業推進グループ長

AMO事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 田財　英喜

開発センター長 開発センター長

ソリューション事業部門

AMO事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 古森　明

人事グループ長 人事グループ 副グループ長

人事企画部長

執行役員 執行役員 山本　香也

金融システム事業部門 金融システム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

西日本金融事業本部長

執行役員 執行役員 岡　恭彦

経理グループ長 経理グループ長

主計部長
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(3) 退任

2014年3月31日付

新役職名 旧役職名 氏名

顧問 上席執行役員 中谷　光一郎

東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役 人事グループ長

社長 東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役

社長

顧問 執行役員 前田　博文

中部支社長 中部支社長

顧問 執行役員 萩尾　富

SCSソリューションズ株式会社代表取締役社 SCSソリューションズ株式会社代表取締役社

長 長

3．理事への昇格

2014年2月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 － 有澤　寛

事業戦略グループ長補佐 （住友商事株式会社）

2014年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 内部監査部長 唐笠　弘

内部監査部長

理事 人事グループ 鈴木　健

法務・総務・広報・IRグループ 人事厚生部長

総務部長 ライフサポート推進室長

理事 経理グループ 清水　昌彦

経理グループ 事業経理第一部長

主計部長

理事 産業システム事業部門 瀬戸　一文

産業システム事業部門 メディアシステム事業本部

メディアシステム事業本部 副本部長 営業推進室長

営業推進室長

理事 産業システム事業部門 森　雅昭

産業システム事業部門 メディアシステム事業本部

メディアシステム事業本部 ブロードネット第二部長

ブロードネット第二部長
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理事 金融システム事業部門 竹下　信行

金融システム事業部門 事業推進グループ

事業推進グループ 副グループ長 部門統括部長

部門統括部長

理事 金融システム事業部門 田井　学

金融システム事業部門 金融システム第三事業本部 副本部長

金融システム第三事業本部 副本部長

理事 グローバルシステム事業部門 岩沙　一彦

グローバルシステム事業部門 SCシステム事業本部

SCシステム事業本部 副本部長 国内ビジネスソリューション部長

国内ビジネスソリューション部長 ITソリューション部長

ITソリューション部長

理事 ITマネジメント事業部門 岩野　伸昭

ITマネジメント事業部門 事業推進グループ

事業推進グループ 副グループ長 営業推進部長

営業推進部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 杉坂　浩一

プラットフォームソリューション事業部門 ITプロダクト&サービス事業本部

ITプロダクト&サービス事業本部 副本部長 ネットワークテクノロジー部長

ネットワークテクノロジー部長

4．本部長級人事

2014年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 山野　晃

R&Dセンター長 事業戦略グループ

OSS戦略企画室長 OSS戦略企画室長

産業システム事業部門

通信・クラウド事業本部

通信システム第一部長

産業システム事業部門 産業システム事業部門 水元　彰吾

流通システム事業本部 副本部長 製造・サービスシステム事業本部 副本部長

理事 理事 横山　峰男

産業システム事業部門 株式会社CSKプレッシェンド 取締役

西日本産業第二事業本部 副本部長

SE+センター長補佐（西日本PMO担当）
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理事 理事 盤井　保彦

Sumisho Computer Systems (USA), Inc. ソリューション事業部門

President&CEO ERPソリューション事業本部長

理事 理事 歌原　昭彦

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE) Sumisho Computer Systems (USA), Inc.

LTD. Managing Director President&CEO

理事 理事 宮下　英之

ソリューション事業部門 産業システム事業部門

事業推進グループ 副グループ長 流通システム事業本部 副本部長

ERPソリューション第二事業本部 副本部長

理事 理事 井川　佳典

ソリューション事業部門 SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE) 

ERPソリューション第二事業本部長 LTD. Managing Director

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門 蔦谷　洋輔

ERPソリューション第二事業本部 副本部長 AMO事業本部 副本部長

AMO事業本部 副本部長 カスタマーサービス部長

カスタマーサービス部長

理事 理事 水野　隆

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

コーポレートシステム本部長 AMO事業本部 副本部長（情報システム担当）

業務改革グループ コーポレートシステム部長

IT企画部長 技術・品質・情報グループ

IT企画部長

5．部長級人事

2014年2月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

事業戦略グループ プラットフォームソリューション事業部門 橋本　明

ビッグデータ戦略推進室 副室長 ITエンジニアリング事業本部

プラットフォームソリューション事業部門 ミドルウェア部

ITエンジニアリング事業本部 データ連携課長

ミドルウェア部 事業推進グループ

データ連携課長 プロジェクト監理室

事業推進グループ 品質管理課長

プロジェクト監理室

品質管理課長
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技術・品質・情報グループ 産業システム事業部門 松本　昇一

PMO統括部長 事業推進グループ

プロジェクト監理室長

産業システム事業部門 産業システム事業部門 田中　泉

事業推進グループ 西日本産業第一事業本部

プロジェクト監理室長 流通・サービスシステム部 副部長

2014年4月1日付　（コーポレート部門並びに関連部署のみ）

新役職名 旧役職名 氏名

人事グループ 人事グループ 小林　良成

人事企画部長 人事企画部 副部長

人事グループ 人事グループ 小島　光成

人事企画部 副部長 人事企画部

人事企画課長 人事企画課長

採用課長 採用課長

人事グループ 人事グループ 新開　和磨

人事厚生部長 人事厚生部 副部長

人事グループ 人事グループ 酒井　大介

人事厚生部 副部長 人事企画部

人事企画部 人事課長

人事課長

人事グループ 人事グループ 板倉　高宏

人材開発部 副部長 人材開発部

専門性評価推進課長 専門性評価推進課長

人事グループ 産業システム事業部門 山口　功

ライフサポート推進室長 事業推進グループ

部門統括部

中部システム課長

R&Dセンター 技術・品質・情報グループ 嶋田　基史

技術開発部長 技術開発部長

経理グループ 経理グループ 清水　恵美

主計部 副部長 主計部

主計第一課長
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経理グループ 経理グループ 鶴岡　大

事業経理第一部長 主計部

主計第二課長

経理グループ 経理グループ 松永　和幸

事業経理第二部長 主計部 副部長

理事 理事 川名　智雄

業務改革グループ長補佐 業務改革グループ

購買業務部長 パートナー推進部長

購買業務部長

業務改革グループ 業務改革グループ 鳴尾　秀樹

パートナー推進部長 パートナー推進部 副部長

理事 理事 向井　清

SE+センター長補佐（品質管理担当） 技術・品質・情報グループ長補佐

SE+センター 技術・品質・情報グループ 石田　高章

SE+推進部長 PMO統括部長

SE+推進部長

SE+センター 産業システム事業部門 松本　昇一

PMO統括部長 事業推進グループ

プロジェクト監理室長

SE+センター 技術・品質・情報グループ 圓城寺　誠

PMO統括部 副部長 PMO統括部 副部長

SE+センター 技術・品質・情報グループ 木内　尚

品質管理部長 品質管理部長

法務・総務・広報・IRグループ 法務・総務・広報・IRグループ 大河原　淳

総務部 副部長 総務部

東京総務課長

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門 青梅　伸一

コーポレートシステム本部 AMO事業本部

コーポレートシステム部長 コーポレートシステム部 副部長

業務改革グループ 技術・品質・情報グループ

ＩＴ企画部 副部長 IT企画部

IT企画第二課長 IT企画第二課長

以　　　上

9


