
2018年1月30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、機構改革および代表取締役の異動ならびに役員人事等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．機構改革の概要

　2019年度までの中期経営計画の達成に向けて、サービス提供型ビジネスへのシフトを加速し、デジタルトランス

フォーメーションの進行を背景とした急速に高度化する顧客の戦略的ITニーズに応えるため、部門集約による

グループ総合力の発揮を目的とした機構改革を実施する。

２．機構改革内容（2018年4月1日付）

（１）全社営業統括部門の新設

顧客のITニーズにグループ総合力をもってスピーディーにサービスを提供することを目的に、営業統括組織として

「全社営業統括部門」を新設し、以下の組織を設置する。

・ 産業営業統括本部…製造業、通信業、流通業 等向けの当社グループの営業統括機能

・ 金融営業統括本部…金融業向けの当社グループの営業統括機能

・ 戦略ソリューション営業統括本部…当社グループの戦略ソリューションの営業統括機能

・ 事業開発グループ…グループの総合力を発揮したサービス提供型の新規事業開発

（２）事業部門の再編

顧客の課題解決に向けたインテグレーション力の強化および当社ならではのコアソリューションの創出・拡大を

目的に、事業部門の機能拡充を中心とした改編を実施する。

① 製造システム事業部門、通信システム事業部門、流通システム事業部門を以下の3事業部門に再編する。

（ⅰ） 製造・通信システム事業部門

製造システム事業部門の4本部に、通信システム事業部門「通信・公共システム事業本部」および

流通システム事業部門より製薬メーカー向け事業を移管し、製造業および通信業ならびに製薬業

向けにサービスを提供する事業部門へ再編する。

記

機構改革および代表取締役の異動ならびに役員人事等に関するお知らせ
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（ⅱ） 流通・メディアシステム事業部門

流通システム事業部門「流通システム第一事業本部」「流通システム第二事業本部」「流通システム

第三事業本部」に、通信システム事業部門「メディアシステム事業本部」およびプラットフォームソリュー

ション事業部門「キャリアプロダクト事業本部」を移管し、流通業およびメディア業向けにサービスを

提供する事業部門へ再編する。

（ⅲ） 商社・グローバルシステム事業部門

流通システム事業部門「ＳＣシステム事業本部」にグローバルシステム事業本部を統合。中期経営

計画におけるグローバル戦略の実現に向けた企画立案推進を担う「グローバル事業開発グループ」

と住友商事および住友商事グループと共に事業開発を推進する「ＳＣ事業開発グループ」を新設し、

商社向けのサービス提供およびグローバル事業を推進する事業部門へ再編する。

② 金融システム第一事業部門と金融システム第二事業部門を「金融システム事業部門」として統合し、

　　以下6事業本部に再編する。

・ 金融システム第一事業本部（銀行担当）

・ 金融システム第二事業本部（銀行担当）

・ 金融システム第三事業本部（損保担当）

・ 金融システム第四事業本部（生保・西日本担当）

・ 金融システム第五事業本部（証券担当）

・ 金融システム第六事業本部（リース・クレジット・ノンバンク担当）

③ ソリューション事業部門とビジネスサービス事業部門を「ビジネスソリューション事業部門」として統合し、

　　業務プロセス領域を含むサービスおよびソリューションの開発・提供を促進する事業部門へ再編する。

　　併せて、ＡＭＯ第一事業本部、ＡＭＯ第二事業本部、ＡＭＯ第三事業本部を再編し、「ＡＭＯ第一事業本部」

　　「ＡＭＯ第二事業本部」とする。

（３）監査機能に関する組織の再編

・ 監査等委員会設置会社として、内部統制システムを活用した組織的な監査体制の強化および内部監査

部門の独立性・専門性の強化のため、監査等委員会の職務補助等を担う監査業務部を内部監査部に

統合し、「監査部」とした上で監査等委員会の直轄組織とする。

・ 当該監査監督機能の充実に伴い、監査等委員会は、現在の７名体制から４名体制に変更する。
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製造・通信システム事業部門 
・事業推進グループ 
・製造システム事業本部 
・通信・公共システム事業本部 
・西日本産業第一事業本部 
・西日本産業第二事業本部 
・中部システム事業本部 

流通・メディアシステム事業部門 
・事業推進グループ 
・流通システム第一事業本部 
・流通システム第二事業本部 
・流通システム第三事業本部 
・メディアシステム事業本部 
・キャリアプロダクト事業本部 

金融システム事業部門 
・事業推進グループ 
・金融システム第一事業本部 
・金融システム第二事業本部 
・金融システム第三事業本部 
・金融システム第四事業本部 
・金融システム第五事業本部 
・金融システム第六事業本部 

ビジネスソリューション事業部門 
・事業推進グループ 
・ＡＭＯ第一事業本部 
・ＡＭＯ第二事業本部 
・ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 
・車載システム事業本部 

プラットフォームソリューション事業部門 
・事業推進グループ 
・ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 
・ＩＴエンジニアリング事業本部 
・製造エンジニアリング事業本部 
・中部プラットフォーム事業本部 
・九州プラットフォーム事業本部 

ＩＴマネジメント事業部門 
・事業推進グループ 
・基盤インテグレーション事業本部 
・マネジメントサービス事業本部 
・ｎｅｔＸデータセンター事業本部 
・西日本ＩＴマネジメント事業本部 

事業部門 機構改革前（～2018 年 3 月 31 日） 事業部門 機構改革後（2018 年 4 月 1 日～） 

製造システム事業部門 
・事業推進グループ 
・製造システム事業本部 
・西日本産業第一事業本部 
・西日本産業第二事業本部 
・中部システム事業本部 

通信システム事業部門 
・事業推進グループ 
・通信・公共システム事業本部 
・メディアシステム事業本部 

流通システム事業部門 
・事業推進グループ 
・流通システム第一事業本部 
・流通システム第二事業本部 
・流通システム第三事業本部 
・ＳＣシステム事業本部 
・グローバルシステム事業本部 

金融システム第一事業部門 
・事業推進グループ 
・金融システム第一事業本部 
・金融システム第二事業本部 

金融システム第二事業部門 
・事業推進グループ 
・金融システム第三事業本部 
・金融システム第四事業本部 
・金融システム第五事業本部 
・金融システム第六事業本部 

ソリューション事業部門 
・事業推進グループ 
・ＡＭＯ第一事業本部 
・ＡＭＯ第二事業本部 
・ＡＭＯ第三事業本部 
・ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 
・車載システム事業本部 

ビジネスサービス事業部門 
・事業推進グループ 

プラットフォームソリューション事業部門 
・事業推進グループ 
・ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 
・キャリアプロダクト事業本部 
・ＩＴエンジニアリング事業本部 
・製造エンジニアリング事業本部 
・中部プラットフォーム事業本部 
・九州プラットフォーム事業本部 

ＩＴマネジメント事業部門 
・事業推進グループ 
・基盤インテグレーション事業本部 
・マネジメントサービス事業本部 
・ｎｅｔＸデータセンター事業本部 
・西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本支社   -事業推進グループ 
中部支社     -事業推進グループ 
九州支社 

全社営業統括部門 
・事業推進グループ 
・産業営業統括本部 
・金融営業統括本部 
・戦略ソリューション営業統括本部 
・事業開発グループ 

西日本支社   -事業推進グループ 
中部支社     -事業推進グループ 
九州支社 

商社・グローバルシステム事業部門 
・事業推進グループ 
・ＳＣシステム事業本部 
・グローバル事業開発グループ 
・ＳＣ事業開発グループ 
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３．代表取締役の異動

（１）異動の理由

経営体制のさらなる強化を図るものです。

（２）異動の内容

＜新任＞

2018年6月（正式には2018年6月開催予定の定時株主総会後の取締役会にて決議いたします）

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 会長執行役員 － 田渕　正朗

（住友商事株式会社　代表取締役 専務執行

役員）

（2018年4月1日付当社顧問就任予定）

＜退任＞

2018年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 代表取締役 会長執行役員 鐘ヶ江　倫彦
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（３）新任代表取締役の略歴

氏名 田渕　正朗

生年月日 1957年7月14日　

略歴 1980年4月 住友商事㈱入社

2005年1月 同社輸送機プロジェクト部長

2008年4月 同社理事

船舶・航空宇宙・車輌事業本部副本部長

2009年4月 同社理事

自動車事業第一本部長

2012年1月 同社理事

自動車事業第一本部長

自動車中南米事業部長

2012年4月 同社執行役員

自動車事業第一本部長

2013年4月 同社執行役員

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長

2015年4月 同社常務執行役員

コーポレート部門企画担当役員

中部地域担当役員

2015年6月 同社代表取締役

常務執行役員

コーポレート部門企画担当役員

中部地域担当役員

2016年4月 同社代表取締役

常務執行役員

コーポレート部門企画担当役員

2017年4月 同社代表取締役（現職）

専務執行役員（現職）

コーポレート部門企画担当役員（現職）

ＣＳＯ・ＣＩＯ（現職）

所有当社株数 0株

４．取締役および執行役員人事等

（１） 取締役人事（監査等委員である取締役を除く）

① 新任

2018年6月（正式には2018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（非常勤） － 南部　智一

（住友商事株式会社　専務執行役員） （住友商事株式会社　専務執行役員）
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② 退任

2018年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

専務執行役員 取締役 専務執行役員 遠藤　正利

－ 取締役（非常勤） 小池　浩之

（住友商事株式会社　理事） （住友商事株式会社　理事）

（２） 取締役人事（監査等委員である取締役）

① 新任

2018年6月（正式には2018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

社外取締役（監査等委員）（非常勤） － 白石　和子

② 退任

2018年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 社外取締役（監査等委員） 髙野　善晴

－ 社外取締役（監査等委員）（非常勤） 安浪　重樹

－ 社外取締役（監査等委員）（非常勤） 安田　結子

－ 社外取締役（監査等委員）（非常勤） 相亰　重信

（３） 執行役員人事

① 新任

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

常務執行役員 顧問 田財　英喜

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締 ビジネスサービス事業部門長補佐

役社長 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締

役社長

常務執行役員 － 加藤　啓

商社・グローバルシステム事業部門長 （住友商事株式会社）

グローバル事業開発グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 顧問 宮下　英之

ＳＣＳＫ九州株式会社　代表取締役社長 ＳＣＳＫ九州株式会社　代表取締役社長

執行役員 理事 大谷　真弘

ビジネスソリューション事業部門 ソリューション事業部門

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長

開発部長

執行役員 理事 田邑　富重

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

製造・通信システム事業部門 金融システム第一事業部門

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当

金融システム第二事業部門

ITM連携推進担当

執行役員 理事 森　雅昭

流通・メディアシステム事業部門 通信システム事業部門

メディアシステム事業本部長 メディアシステム事業本部長

執行役員 理事 石田　高章

ＳＥ＋センター長 ＳＥ＋センター長

品質管理部長 品質管理部長

シニアＰＭＯ推進部長 シニアＰＭＯ推進部長

執行役員 理事 志宇知　正司

製造・通信システム事業部門 製造システム事業部門

西日本産業第一事業本部長 西日本産業第一事業本部長

西日本支社

事業推進グループ長

2018年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 会長執行役員 － 田渕　正朗

（住友商事株式会社　代表取締役 専務執行

役員）

（2018年4月1日付当社顧問就任予定）
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② 昇格

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

常務執行役員 上席執行役員 新庄　崇

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

佐

ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長

ITプロダクト＆サービス事業本部長

常務執行役員 上席執行役員 清水　康司

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　取締役 副 分掌役員（経理）

社長執行役員 経理グループ長

常務執行役員 上席執行役員 當麻　隆昭

製造・通信システム事業部門長 製造システム事業部門長補佐

製造システム事業本部長

上席執行役員 執行役員 斎藤　幸彦

ビジネスソリューション事業部門 ソリューション事業部門

ＡＭＯ第一事業本部長 ＡＭＯ第二事業本部長

上席執行役員 執行役員 岡　恭彦

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長

上席執行役員 執行役員 横山　峰男

製造・通信システム事業部門 製造システム事業部門

西日本産業第二事業本部長 西日本産業第二事業本部長

西日本支社長 西日本支社

事業推進グループ長

上席執行役員 執行役員 古宮　浩行

全社営業統括部門 ソリューション事業部門

戦略ソリューション営業統括本部長 ＡＭＯ第一事業本部長

ＡＩ戦略室 副室長 ＡＩ戦略室 副室長
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③ 分掌変更

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

副社長執行役員 副社長執行役員 鈴木　正彦

ビジネスソリューション事業部門長 ソリューション事業部門長

分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター） 分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター）

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 副社長執行役員 古沼　政則

全社営業統括部門長 金融統括担当役員

金融システム第一事業部門長

代表取締役 副社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 御子神　大介

分掌役員（経営企画、ＡＩ戦略） 分掌役員（経営企画、ＡＩ戦略）

経営企画グループ長 担当役員（情報システム・業務改革）

担当役員（情報システム）

専務執行役員 専務執行役員 広瀬　省三

金融システム事業部門長 金融システム第二事業部門長

専務執行役員 専務執行役員 熊﨑　龍安

分掌役員（経理） ビジネスサービス事業部門長

経理グループ長

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 遠藤　正利

担当役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購 分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購

買・業務） 買・業務）

製造・通信システム事業部門長補佐（ＰＭＯ 製造システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

担当） 流通システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

流通・メディアシステム事業部門長補佐（Ｐ 開発センター長

ＭＯ担当）

金融システム事業部門長補佐（ＰＭＯ担当）

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表

取締役会長

（2018年6月当社取締役退任予定）

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 爲房　孝二

分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ） 分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ）

担当役員（人事） 担当役員（内部監査、人事、経理）

健康経営推進最高責任者 健康経営推進最高責任者
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新役職名 旧役職名 氏名

常務執行役員 常務執行役員 工藤　敏晃

金融システム事業部門 副部門長 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 常務執行役員 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

ビジネス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 常務執行役員 中村　誠

金融システム事業部門 副部門長 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本部長 当）

ビジネスソリューション事業部門 金融システム第二事業部門長補佐（人材担

車載システム事業技術担当 当）

ソリューション事業部門

車載システム事業技術担当

常務執行役員 常務執行役員 渡辺　篤史

流通・メディアシステム事業部門長 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

上席執行役員 上席執行役員 今井　善則

全社営業統括部門 金融システム第一事業部門

金融営業統括本部長 事業推進グループ長

上席執行役員 上席執行役員 井藤　登

流通・メディアシステム事業部門 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 上席執行役員 関　滋弘

製造・通信システム事業部門 金融システム第二事業部門

製造システム事業本部長 金融システム第六事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 武井　久直

分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購 ソリューション事業部門

買・業務、情報システム） ITM連携推進担当役員

開発センター長 事業推進グループ長

上席執行役員 上席執行役員 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

ITM連携推進担当役員
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 上席執行役員 川嶋　義純

株式会社ＣＳＩソリューションズ　代表取締役 金融システム第二事業部門長補佐（証券担

社長 当）

上席執行役員 上席執行役員 有澤　寛

商社・グローバルシステム事業部門長補佐（ ビジネスサービス事業部門

ＳＣ事業開発担当） ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長

上席執行役員 上席執行役員 近藤　正一

ビジネス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

車載システム事業本部

ＱＩＮｅＳ先進開発部長

上席執行役員 上席執行役員 奥原　隆之

全社営業統括部門 経営企画グループ長

事業開発グループ長

商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣ事業開発グループ長

上席執行役員 上席執行役員 宮川　正

製造・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 事業推進グループ長

通信・公共システム事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 山本　香也

金融システム事業部門 金融システム第一事業部門

金融システム第二事業本部長 金融システム第二事業（西日本金融担当）本

部長

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

上席執行役員 上席執行役員 渡辺　孝治

ビジネス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
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 上席執行役員 三ッ石　利彦

金融システム事業部門 金融システム第一事業部門

金融システム第三事業本部長 金融システム第一事業本部長

事業推進グループ

ＡＩビジネス推進室長

金融システム第二事業部門

事業推進グループ

ＡＩビジネス推進室長

上席執行役員 上席執行役員 水野　隆

情報システムグループ長 情報システム・業務改革グループ長

ＩＴ企画部長

執行役員 執行役員 高橋　観

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

事業推進グループ長 金融システム第三事業本部長

金融システム第一事業本部 副本部長

執行役員 執行役員 河辺　恵理

商社・グローバルシステム事業部門 流通システム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

流通リソース戦略室長

執行役員 執行役員 内田　俊哉

流通・メディアシステム事業部門 流通システム事業部門

流通システム第三事業本部長 流通システム第三事業本部長

執行役員 執行役員 阿部　一彦

商社・グローバルシステム事業部門 流通システム事業部門

ＳＣシステム事業本部長 ＳＣシステム事業本部長

グローバルシステム事業本部長

執行役員 執行役員 宮川　裕之

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

中部プラットフォーム事業本部長 中部プラットフォーム事業本部長

中部支社長 事業推進グループ長補佐
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新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 執行役員 堀江　旬一

金融システム事業部門 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 事業推進グループ長

金融システム第一事業本部 副本部長 サービス企画室長

金融システム第一事業部門

事業推進グループ

サービス企画室長

執行役員 執行役員 戸田　賢二

製造・通信システム事業部門 製造システム事業部門

中部システム事業本部長 中部システム事業本部長

中部支社

事業推進グループ長

執行役員 執行役員 髙野　健

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

基盤インテグレーション事業本部長 基盤インテグレーション事業本部長

流通・メディアシステム事業部門 事務業務統括室長

ITM連携推進担当役員 流通システム事業部門

ITM連携推進担当役員

④ 退任

2018年3月31日付（新役職は2018年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 常務執行役員 内藤　達次郎

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

－ 常務執行役員 井本　勝也

製造システム事業部門長

西日本支社長

－ 常務執行役員 眞下　尚明

プラットフォームソリューション事業部門長

－ 常務執行役員 向井　健治

通信システム事業部門長
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新役職名 旧役職名 氏名

参与 常務執行役員 古森　明

（2018年4月1日付で株式会社ＪＩＥＣ顧問に 分掌役員（情報システム・業務改革）

就任、2018年6月開催予定の同社定時株主

総会を経て同社取締役（監査等委員）に就

任の予定）

参与 執行役員 古日山　均

全社営業統括部門 金融システム第一事業部門

金融営業統括本部長代理 金融システム第一事業本部 副本部長

2018年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 代表取締役 会長執行役員 鐘ヶ江　倫彦

（４） 理事への昇格

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長代理 浅岡　香保里

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長補佐（法

務担当）

理事 ＩＲ・財務・リスク管理グループ 清水　恵美

ＩＲ・財務・リスク管理グループ長補佐（ＩＲ担 ＩＲ部長

当）

ＩＲ部長

理事 製造システム事業部門 大澤　満

製造・通信システム事業部門 事業推進グループ

製造システム事業本部 副本部長 営業推進部長

製造システム事業本部

ソリューション部長

理事 流通システム事業部門 秋葉　斉史

流通・メディアシステム事業部門 事業推進グループ

事業推進グループ長 事業戦略部長

流通ＩｏＴソリューション室長

理事 金融システム第二事業部門 増田　秀穂

金融システム事業部門 金融システム第四事業本部

金融システム第二事業本部 副本部長 銀行システム第一部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 ＩＴマネジメント事業部門 川村　純

ＩＴマネジメント事業部門 ｎｅｔＸデータセンター事業本部

基盤インテグレーション事業本部 副本部長 クラウドサービス部長

金融システム事業部門 基盤インテグレーション事業本部

ITM連携推進担当 基盤テクノロジー部長

理事 ＩＴマネジメント事業部門 小坂　信三

ＩＴマネジメント事業部門 ｎｅｔＸデータセンター事業本部 副本部長

ｎｅｔＸデータセンター事業本部長

（５） 本部長級人事

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 井上　賢司

経営企画グループ 副グループ長 経営企画グループ長補佐

経営企画部長 経営企画部長

理事 理事 谷口　学

開発センター 副センター長 開発センター 副センター長

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表 リモート開発推進部長

取締役社長

理事 理事 成毛　朋之

全社営業統括部門 金融システム第二事業部門

事業推進グループ長 金融システム第四事業本部 副本部長

金融営業統括本部 副本部長 営業部長

理事 理事 神保　善弘

全社営業統括部門 通信システム事業部門

産業営業統括本部長 通信・公共システム事業本部 副本部長

通信・公共システム営業部長

理事 理事 福島　俊一郎

製造・通信システム事業部門 製造システム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

中部支社

事業推進グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 辻　直樹

流通・メディアシステム事業部門 流通システム事業部門

流通システム第二事業本部長 流通システム第二事業本部長

理事 理事 長谷川　雅義

流通・メディアシステム事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

キャリアプロダクト事業本部長 キャリアプロダクト事業本部長

通信システム事業部門

メディアシステム事業本部長補佐

理事 理事 鳴尾　秀樹

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

事業推進グループ 副グループ長 事業推進グループ 副グループ長

理事 理事 田辺　正幸

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第四事業（西日本金融担当）本 金融システム第五事業本部 副本部長

部長 特命プロジェクト室長

理事 理事 白石　徹

金融システム事業部門 金融システム第一事業部門

金融システム第四事業（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 副本部長 部 副本部長

理事 理事 石橋　民男

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第五事業本部 副本部長 金融システム第五事業本部 副本部長

理事 理事 原武　功成

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第五事業本部 副本部長 金融システム第五事業本部 副本部長

証券システム営業部長

理事 理事 田井　学

金融システム事業部門 金融システム第二事業部門

金融システム第六事業本部 副本部長 金融システム第六事業本部 副本部長

理事 理事 岩沙　一彦

商社・グローバルシステム事業部門 流通システム事業部門

ＳＣシステム事業本部 副本部長 ＳＣシステム事業本部 副本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 蔦谷　洋輔

ビジネス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 ＡＭＯ第三事業本部長

ＡＭＯ第二事業本部長

理事 理事 小林　正明

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスサービス事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ 副グループ長

部門統括部長

理事 理事 鈴木　健

ビジネス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 副グループ長 事業推進グループ 副グループ長

部門統括部長

理事 理事 内山　郁夫

ビジネス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 副本部長 車載システム事業本部 副本部長

理事 理事 三石　信広

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

ITM連携推進担当 事業推進グループ 副グループ長

事業推進グループ長 部門統括部長

理事 理事 杉坂　浩一

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 副本部長

流通・メディアシステム事業部門 キャリアプロダクト事業本部 副本部長

キャリアプロダクト事業本部 副本部長 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部

営業推進部長

事業推進グループ

ＩＴ技術センター統括部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 下平　慶龍

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 副グループ長 マネジメントサービス事業本部 副本部長

通信マネジメントサービス第一部長

通信システム事業部門

ITM連携推進担当

理事 理事 髙橋　俊之

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 副本部長 基盤インテグレーション事業本部 副本部長

商社・グローバルシステム事業部門 事業推進グループ

ITM連携推進担当 グローバルビジネス推進部長

理事 理事 伊藤　友久

SCSK USA Inc.　President＆CEO 北米・欧州統括

SCSK USA Inc.　President＆CEO

※ 上記（３）～（５）の新役職について、事業部門は本部長級以上の役職のみ記載しております。

　　部長級以下の役職については決定次第、あらためてお知らせいたします。

（６） 部長級人事

2018年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 新開　和磨

監査部長 内部監査部長

監査部 副部長 監査業務部長 幸田　光弘

監査部 副部長 内部監査部 副部長 土倉　茂浩

人事グループ 人事グループ 和南城　由修

人事企画部 副部長 人事企画部

人事課長

人事グループ 人事グループ 中藤　崇芳

ライフサポート推進部 副部長 人事企画部 副部長

理事 理事 根本　世紀

情報システムグループ長補佐 情報システム・業務改革グループ長補佐

コーポレートシステム部長 コーポレートシステム部長

開発センター 副センター長 開発センター 副センター長

ものづくり革新推進室長 ものづくり革新推進室長
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新役職名 旧役職名 氏名

経理グループ 経理グループ 元島　広幸

主計部 副部長 主計部

第一課長

経理グループ 経理グループ 青木　則喜

事業経理第一部 副部長 事業経理第一部

第二課長

経理グループ 経理グループ 瀧日　耕一

事業経理第二部 副部長 主計部

第二課長

購買・業務グループ ＳＥ＋センター 西川　栄司

パートナー推進部長 ＰＭＯ統括部 副部長

購買・業務グループ 情報システム・業務改革グループ 秦　享志

業務改革推進部長 業務改革推進室長

ＳＥ＋センター長代理 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表 和久田　浩二

取締役社長

ＳＥ＋センター 金融システム第一事業部門 常盤　努

ＰＭＯ統括部長 事業推進グループ

プロジェクト監理部長

開発センター 開発センター 荒井　清和

リモート開発推進部長 リモート開発推進部

リモート開発推進課長

理事 理事 竹下　信行

全社営業統括部門 金融システム第一事業部門

事業推進グループ長補佐 事業推進グループ 副グループ長

商社・グローバルシステム事業部門 理事 竹中　郁雄

ＳＣシステム事業本部長代理 流通システム事業部門

ＳＣシステム事業本部 副本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

ビジネスソリューション事業部門 経営企画グループ長代理 蒲　泰敬

車載システム事業担当役員補佐

ＱＩＮｅＳ事業企画部長

西日本支社 購買・業務グループ 関　史朗

事業推進グループ パートナー推進部長

支社統括部長

－ 理事 小座本　昌広

（住友商事株式会社へ帰任予定） ＩＲ・財務・リスク管理グループ長補佐

経理グループ長補佐

－ ソリューション事業部門 荒牧　俊一

（住友商事株式会社へ帰任予定） 車載システム事業担当役員補佐

ＱＩＮｅＳ事業企画部長

以　上
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