
2017年6月23日

会社名 ＳＣＳＫ株式会社

代表者名 代表取締役 社長執行役員 谷原　徹

（コード番号 9719 東証 第一部）

問合せ先 広報部長 廣瀬　由香

（TEL. 03-5166-1150）

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．役付執行役員制度の導入

　当社は、2017年1月26日の取締役会にて、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るべく、取締役会の監督機能

の強化を目的として役付取締役の廃止や取締役会議長を社外取締役とすることを決議し、また、経営の効率性向上

を目的として役付執行役員の廃止も決定いたしました。その後、更なる経営と執行の分離を進めることを目指し、

4月28日の取締役会で取締役を20名から16名へと減員し、取締役会をスリム化することを決議いたしました。

　この結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化及び意思決定の機動性の確保が進んだことから、組織的な

業務執行体制における責任を明確にすべく役付執行役員の制度を改めて導入することを決定しましたので、お知ら

せいたします。

２．執行役員人事

（１） 新任

2017年6月23日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 会長執行役員 取締役 鐘ヶ江　倫彦

代表取締役 副社長執行役員 顧問 御子神　大介

分掌役員（経営企画） （住友商事株式会社　常務執行役員）

担当役員（情報システム・業務改革）

（住友商事株式会社　常務執行役員）

取締役 専務執行役員 顧問 爲房　孝二

分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ） （住友商事株式会社　執行役員）

担当役員（内部監査、人事、経理）

健康経営推進最高責任者

（住友商事株式会社　執行役員）

記

執行役員人事に関するお知らせ
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（２） 分掌変更（役付変更を含む）

2017年6月23日付

新役職名 旧役職名 氏名

副社長執行役員 取締役 執行役員 鈴木　正彦

ソリューション事業部門長 Chief Technology Officer（CTO）

分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター） ソリューション事業部門長

中部支社長 分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター）

ＩＴマネジメント事業部門担当役員 中部支社長

ＩＴマネジメント事業部門担当役員

副社長執行役員 取締役 執行役員 古沼　政則

金融統括担当役員 Chief system Development Officer（CDO）

金融システム第一事業部門長 金融統括担当役員

金融システム第一事業部門長

金融システム第二事業部門担当役員

専務執行役員 執行役員 広瀬　省三

金融システム第二事業部門長 金融システム第二事業部門長

専務執行役員 取締役 執行役員 熊﨑　龍安

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

取締役 専務執行役員 取締役 執行役員 福永　哲弥

分掌役員（ＩＲ・財務・リスク管理） Chief Financial Officer（CFO）

ＩＲ・財務・リスク管理グループ長 分掌役員（ＩＲ・財務・リスク管理）

ＩＲ・財務・リスク管理グループ長

担当役員（経理）

取締役 専務執行役員 取締役 執行役員 遠藤　正利

分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購 Chief Project management Officer（CPO）

買・業務） 分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購

製造システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当） 買・業務）

流通システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当） 製造システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

開発センター長 流通システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

開発センター長

常務執行役員 取締役 執行役員 内藤　達次郎

流通システム事業部門長 流通システム事業部門長

通信システム事業部門担当役員 通信システム事業部門担当役員

常務執行役員 取締役 執行役員 井本　勝也

製造システム事業部門長 製造システム事業部門長

西日本支社長 西日本支社長
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新役職名 旧役職名 氏名

常務執行役員 取締役 執行役員 眞下　尚明

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

常務執行役員 執行役員 向井　健治

通信システム事業部門長 通信システム事業部門長

常務執行役員 執行役員 古森　明

分掌役員（情報システム・業務改革） 社長付

常務執行役員 執行役員 工藤　敏晃

金融システム第二事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第五事業本部長 金融システム第五事業本部長

常務執行役員 執行役員 上田　哲也

ＩＴマネジメント事業部門長 ＩＴマネジメント事業部門長

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

車載システム事業本部分掌役員 車載システム事業本部分掌役員

常務執行役員 執行役員 中村　誠

金融システム第一事業部門長補佐（人材担 金融システム第一事業部門長補佐（人材担

当） 当）

金融システム第二事業部門長補佐（人材担 金融システム第二事業部門長補佐（人材担

当） 当）

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

車載システム事業技術担当 車載システム事業技術担当

常務執行役員 執行役員 渡辺　篤史

ＩＴマネジメント事業部門 副部門長 ＩＴマネジメント事業部門 副部門長

ｎｅｔＸデータセンター事業本部長 ｎｅｔＸデータセンター事業本部長

上席執行役員 執行役員 新庄　崇

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

佐 佐

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長 事業推進グループ長

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

上席執行役員 執行役員 今井　善則

金融システム第一事業部門 金融システム第一事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 執行役員 城尾　芳美

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

九州プラットフォーム事業本部長 九州プラットフォーム事業本部長

営業第一部長 営業第一部長

営業第二部長 営業第二部長

九州支社長 九州支社長

上席執行役員 執行役員 井藤　登

流通システム事業部門 流通システム事業部門

流通システム第一事業本部長 流通システム第一事業本部長

上席執行役員 執行役員 関　滋弘

金融システム第二事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第六事業本部長 金融システム第六事業本部長

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

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長 事業推進グループ長

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

事業推進グループ長 事業推進グループ長

製造システム事業部門 製造システム事業部門

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

上席執行役員 執行役員 清水　康司

分掌役員（経理） 分掌役員（経理）

経理グループ長 経理グループ長

上席執行役員 執行役員 川嶋　義純

金融システム第二事業部門長補佐（証券担 金融システム第二事業部門長補佐（証券担

当） 当）

上席執行役員 執行役員 有澤　寛

ビジネスサービス事業部門 ビジネスサービス事業部門

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長 事業推進グループ長

上席執行役員 執行役員 播磨　昭彦

分掌役員（人事） 分掌役員（人事）

人事グループ長 人事グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 執行役員 近藤　正一

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

車載システム事業担当 車載システム事業担当

上席執行役員 執行役員 當麻　隆昭

製造システム事業部門長補佐 製造システム事業部門長補佐

製造システム事業本部長 製造システム事業本部長

上席執行役員 執行役員 奥原　隆之

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 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

ＩＴエンジニアリング事業本部長 ＩＴエンジニアリング事業本部長

上席執行役員 執行役員 宮川　正

通信システム事業部門 通信システム事業部門

通信・公共システム事業本部長 通信・公共システム事業本部長

上席執行役員 執行役員 山本　香也

金融システム第一事業部門 金融システム第一事業部門

金融システム第二事業（西日本金融担当）本 金融システム第二事業（西日本金融担当）本

部長 部長

金融システム第二事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第四事業本部長 金融システム第四事業本部長

上席執行役員 執行役員 渡辺　孝治

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

車載システム事業本部長 車載システム事業本部長

車載システム第三部長 車載システム第三部長

上席執行役員 執行役員 三ッ石　利彦

金融システム第一事業部門 金融システム第一事業部門

金融システム第一事業本部長 金融システム第一事業本部長

事業推進グループ 事業推進グループ

ＡＩビジネス推進室長 ＡＩビジネス推進室長

金融システム第二事業部門 金融システム第二事業部門

事業推進グループ 事業推進グループ

ＡＩビジネス推進室長 ＡＩビジネス推進室長

上席執行役員 執行役員 水野　隆

情報システム・業務改革グループ長 情報システム・業務改革グループ長

以　上
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