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2012 年 2 月 23 日 

会 社 名 ＳＣＳＫ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 中井戸 信英 

 （コード番号 9719 東証 第一部） 

問合せ先 広報部長 町田 啓一 

 （TEL. 03-5166-1150） 

 

代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および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。 

 

記 

 

１．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）就任予定日 

2012年6月（正式には2012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） 

 

 

（３）新旧代表取締役の氏名および役職名 

 

＜新任＞ 

氏名 新役職名 

鈴木 久和（スズキ ヒサカズ） 代表取締役 専務執行役員 

熊崎 龍安（クマザキ タツヤス） 代表取締役 専務執行役員 

 

＜退任＞ 

氏名 旧役職名 

中西 毅（ナカニシ タケシ） 

 

代表取締役 副社長執行役員 

CSK カンパニー統括役員、開発カンパニー統括役員 

露口 章（ツユグチ アキラ） 

 

 

代表取締役 副社長執行役員 

SCS カンパニー統括役員 

プラットフォームソリューション事業部門長 

※中西 毅、露口 章は取締役 副社長執行役員を留任いたします。 
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（４）新任代表取締役の略歴 

 

氏名 鈴木 久和    

生年月日 1954 年 10 月 26 日    

略歴 1977 年 4 月 住友商事㈱ 入社 

 2003 年 10 月 同社文書総務部長 

 2008 年 4 月 同社理事 

 2008 年 8 月 同社広報部長 

 2011 年 4 月 当社常務執行役員（現職）、法務・総務グループ長、広報室長 

 2011 年 10 月 広報・法務・総務グループ分掌役員（現職） 

 2012 年 4 月 専務執行役員就任予定 

 2012 年 6 月 取締役就任予定 

所有当社株数 0 株  

 
 
氏名  熊崎 龍安    

生年月日 1958年5月2日    

略歴 1981 年 4 月 コンピューターサービス㈱ 入社 

 2002 年 4 月 同社経理本部長 

 2004 年 2 月 同社経理部長、事業経理部長 

 2004 年 4 月 同社執行役員 

 2006 年 4 月 同社内部統制推進室長 

 2009 年 1 月 ㈱ＣＳＫホールディングス常務執行役員 

 2009 年 4 月 同社財務経理部長 

 
2009 年 9 月 同社取締役、再生本部長 

㈱CSK CHINA CORPORATION 代表取締役社長（現職） 

 2010 年 3 月 ㈱CSKアドミニストレーションサービス 代表取締役社長（現職） 

 

2011 年 10 月 当社取締役（現職）、常務執行役員（現職） 

経営企画・人事グループ(経営企画)分掌役員（現職） 

経営企画・人事グループ(人事)副分掌役員（現職） 

財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員（現職） 

 2012 年 4 月 専務執行役員就任予定 

所有当社株数 2,117 株 
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２．取締役の異動 
 

（１）新任 

 

2012 年 6 月（正式には 2012 年 6 月開催予定の定時株主総会にて決議いたします） 

氏名 新役職名 旧役職名 

鈴木 久和 取締役 専務執行役員 常務執行役員 

（2012 年 4 月 1 日専務執行役員就任予定） 

鳥山 悟 取締役 常務執行役員 常務執行役員 

 

市野 隆裕 

 

取締役 常務執行役員 執行役員 

（2012 年 4 月 1 日常務執行役員就任予定） 

 

（２）退任 

 

2012 年 3 月 31 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

石村 俊一 

 

顧問 取締役 専務執行役員 

BPO 管掌役員 

ビジネスサービス事業本部長 

希世軟件系統（大連）有限公司董事長 

 

2012 年 6 月（定時株主総会終了時） 

氏名 新役職名 旧役職名 

小川 和博 専務執行役員 

 

取締役 常務執行役員 

（2012 年 4 月 1 日専務執行役員就任予定） 

 

 

３．執行役員の異動 

 

（１）新任 

 

2012 年 4 月 1 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

古沼 政則 取締役 専務執行役員 

金融システム事業部門長 

（株式会社 JIEC 取締役会長に就任予定） 

取締役 

（株式会社 JIEC 代表取締役社長） 

佐伯 壽紀 上席執行役員 

産業システム事業部門 

産業システム営業本部長 

株式会社北海道 CSK 代表取締役社長 

 

（２）昇格 

 

2012 年 4 月 1 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

小川 和博 取締役 専務執行役員 

中国・アジア総代表 

住商信息系統（上海）有限公司董事長 

希世軟件系統（上海）有限公司董事長 

住商信息系統（大連）有限公司董事長 

希世軟件系統（大連）有限公司董事長 

（2012 年 6 月取締役退任予定） 

取締役 常務執行役員 

グローバルソリューション事業部門長 

中国総代表 
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氏名 新役職名 旧役職名 

鈴木 久和 専務執行役員 

分掌役員（広報・法務・総務、内部監査） 

広報・法務・総務グループ長 

（2012 年 6 月代表取締役就任予定） 

常務執行役員 

広報・法務・総務グループ分掌役員 

熊崎 龍安 取締役 専務執行役員 

分掌役員（経営企画・人事、事業戦略、業務改

革、財務・リスク管理、経理） 

（2012 年 6 月代表取締役就任予定） 

取締役 常務執行役員 

経営企画・人事グループ(経営企画)分掌役員 

経営企画・人事グループ(人事)副分掌役員 

財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員 

市野 隆裕 常務執行役員 

ビジネスサービス事業部門長 

ビジネスサービス事業本部長 

（2012 年 6 月取締役就任予定） 

執行役員 

プラットフォームソリューション事業部門 副事業部

門長 

中谷 光一郎 上席執行役員 

経営企画・人事グループ 副グループ長 

人事企画部長 

執行役員 

経営企画・人事グループ  

人事企画部長 

松田 康明 上席執行役員 

経理グループ長 

経理第一部長 

執行役員 

財務経理･リスク管理グループ  

経理第一部長 

加藤 敏幸 上席執行役員 

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本部長 

執行役員待遇 

Sumisho Computer Systems(USA), Inc. 

President＆CEO 

遠藤 正利 上席執行役員 

業務改革グループ長 

業務改革推進室長 

執行役員 

業務改革推進グループ分掌役員 

業務改革推進室長 

広報・法務・総務グループ副分掌役員 

向井 健治 上席執行役員 

IT マネジメント事業部門長補佐 

IT マネジメント第一事業本部長 

執行役員 

プラットフォームソリューション事業部門 

IT 基盤ソリューション事業部長 

井本 勝也 上席執行役員 

産業システム事業部門  

ProActive 事業本部長 

執行役員 

金融・ERP ソリューション事業部門  

ProActive 事業部長 

今井 善則 上席執行役員 

金融システム事業部門長補佐 

金融システム第一事業本部長 

執行役員 

金融・ERP ソリューション事業部門 

金融ソリューション事業部長 

印南 淳 上席執行役員 

産業システム事業部門  

産業システム第一事業本部長 

技術・品質・情報グループ 副グループ長 

執行役員 

流通・製造ソリューション事業部門 副事業部門長

流通・サービスシステム事業部長 

住商信息系統（大連）有限公司董事長 

田財 英喜 上席執行役員 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部長 

執行役員 

技術・品質・情報グループ副分掌役員 

開発本部長 
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（３）分掌変更 

 

2012 年 4 月 1 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

中西 毅 

 

代表取締役 副社長執行役員 

社長補佐、営業推進担当 

（2012 年 6 月代表取締役退任予定） 

代表取締役 副社長執行役員 

CSK カンパニー統括役員 

開発カンパニー統括役員 

露口 章 

 

代表取締役 副社長執行役員 

社長補佐、営業推進担当 

（2012 年 6 月代表取締役退任予定） 

代表取締役 副社長執行役員 

SCS カンパニー統括役員 

プラットフォームソリューション事業部門長 

油谷 泉 

 

専務執行役員 

技術・品質・情報グループ長 

専務執行役員 

技術・品質・情報グループ分掌役員 

鎌田 裕彰 

 

取締役 専務執行役員 

産業システム事業部門長 

取締役 専務執行役員 

流通・製造ソリューション事業部門長 

栗本 重夫 

 

取締役 専務執行役員 

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・機能事業部門 副部門長 

取締役 専務執行役員 

金融・ERP ソリューション事業部門長 

グローバルソリューション事業部門 副事業部門長 

鈴木 正彦 

 

取締役 専務執行役員 

ソリューション・機能事業部門長 

産業システム事業部門 副部門長 

取締役 専務執行役員 

営業・システム開発管掌役員 

開発管掌役員 

希世軟件系統（上海）有限公司董事長 

谷原 徹 

 

取締役 専務執行役員 

IT マネジメント事業部門長 

IT マネジメント第二事業本部長 

取締役 専務執行役員 

IT マネジメント管掌役員 

IT マネジメント事業本部長 

鳥山 悟 

 

常務執行役員 

グローバルシステム事業部門長 

SC システム事業本部長 

（2012 年 6 月取締役就任予定） 

常務執行役員 

グローバルソリューション事業部門 副事業部門長 

SC ソリューション事業部長 

新海 立明 

 

常務執行役員 

株式会社 CSI ソリューションズ代表取締役社長 

 

常務執行役員 

SCS カンパニー支社担当役員 

関西支社長 

福永 哲弥 

 

取締役 常務執行役員 

副分掌役員（財務・リスク管理、経理） 

 

取締役 常務執行役員 

財務経理・リスク管理グループ（財務・リスク管理）

分掌役員 

財務経理・リスク管理グループ（経理） 副分掌役員 

山崎 弘之 

 

取締役 常務執行役員 

副分掌役員（経営企画・人事、事業戦略、業務改革） 

経営企画・人事グループ長 

取締役 常務執行役員 

経営企画・人事グループ（人事）分掌役員 

経営企画・人事グループ（経営企画）副分掌役員 

業務改革グループ副分掌役員 

内部監査部分掌役員 

前田 博文 

 

執行役員 

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 

執行役員 

SCS カンパニー中部支社長 

萩尾 富 

 

執行役員 

SCS ソリューションズ株式会社代表取締役社長 

執行役員 

SCS カンパニー支社担当役員補佐 

SCS ソリューションズ株式会社代表取締役社長 

古森 明 

 

執行役員 

経営企画・人事グループ 副グループ長 

経営企画部長 

執行役員 

経営企画・人事グループ 

経営企画部長 

城尾 芳美 

 

執行役員 

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 

執行役員 

SCS カンパニー九州支社長 
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氏名 新役職名 旧役職名 

井藤 登 

 

執行役員 

ソリューション・機能事業部門 

Curl ソリューション事業本部長 

執行役員 

流通・製造ソリューション事業部門 

Curl 事業部長 

関 滋弘 

 

執行役員 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部長 

執行役員 

産業事業本部長 

武井 久直 

 

執行役員 

ソリューション・機能事業部門 

ビジネスソリューション事業本部長 

執行役員 

金融・ERP ソリューション事業部門長補佐 

グローバルソリューション事業部門 

ビジネスソリューション事業部長 

中村 誠 

 

執行役員 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部長 

執行役員 

金融事業本部長 

内藤 幸一 

 

執行役員 

IT マネジメント事業部門 

IT マネジメント第二事業本部 副本部長（西日本担当）

執行役員 

IT マネジメント事業本部 副本部長(西日本担当) 

田村 拓 

 

執行役員 

広報・法務・総務グループ 副グループ長 

執行役員 

新規事業推進グループ分掌役員 

渡辺 篤史 

 

執行役員 

IT マネジメント事業部門 

クラウド事業本部長 

執行役員 

クラウド事業本部長 

清水 康司 

 

執行役員 

財務・リスク管理グループ長 

財務部長 

執行役員 

財務経理･リスク管理グループ(財務・リスク管理) 

副分掌役員 

財務部長 

財務経理･リスク管理グループ(経理)分掌役員補佐 

川嶋 義純 

 

執行役員 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部長 

執行役員 

金融営業本部長 

近藤 正一 

 

執行役員 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部担当 

執行役員 

中部事業本部長 

 

宮川 正 

 

執行役員 

IT マネジメント事業部門 

IT マネジメント第二事業本部 副本部長（東日本担当）

執行役員 

IT マネジメント事業本部 副本部長(東日本担当) 

山本 香也 

 

執行役員 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部長 

金融システム事業部門 

西日本金融事業本部長 

執行役員 

西日本事業本部長 

高橋 観 

 

執行役員 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 副本部長 

執行役員 

金融事業本部 副本部長 

上田 哲也 

 

執行役員待遇 

事業戦略グループ長 

クロスセル推進室長 

執行役員待遇 

営業戦略企画室分掌役員 

営業企画分掌役員 

新規事業推進グループ副分掌役員 

OSS 戦略企画室分掌役員 
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（４）退任 

 

2012 年 3 月 31 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

工藤 敏晃 

 

－ 

（2012 年 4 月 株式会社 JIEC 副社長執行役員に

就任予定） 

常務執行役員 

産業営業本部長 

 

 

４．本部長級・海外子会社主管者人事 

 

2012 年 4 月 1 日（但し、新役職名については本部長級のみを表示） 

氏名 新役職名 旧役職名 

宮下 英之 

 

理事 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 副本部長 

産業事業本部 通信システム事業部長 

中村 家久 

 

理事 

産業システム事業部門 

メディアシステム事業本部長 

産業システム第一事業本部 副本部長 

理事 

流通・製造ソリューション事業部門 

メディアソリューション事業部長 

流通・サービスシステム事業部 副事業部長 

當麻 隆昭 理事 

産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部長 

理事 

流通・製造ソリューション事業部門 

関西流通・製造ソリューション事業部長 

業務管理部長 

SCS カンパニー関西支社 副支社長 

渡辺 孝治 

 

理事 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部長 

中部事業本部 産業システム事業部長 

三ッ石 利彦 

 

理事 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 副本部長 

 

理事 

金融・ERP ソリューション事業部門 

金融ソリューション事業部 副事業部長 

保険ソリューション部長 

竹中 郁雄 理事 

グローバルシステム事業部門 

SC システム事業本部 副本部長 

 

グローバルソリューション事業部門 

SC ソリューション事業部長補佐 

基幹システムマネジメント第２部長 

海外ビジネスソリューション部長 

歌原 昭彦 

 

理事 

グローバルシステム事業部門 

Sumisho Computer Systems(USA), Inc. 

President＆CEO 

理事 

グローバルソリューション事業部門 

グローバルソリューション事業部長 

井川 佳典 理事 

グローバルシステム事業部門 

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS（EUROPE）LTD. 

Managing Director 

理事 

金融・ERP ソリューション事業部門 

ERP ソリューション事業部長 

 

内田 俊哉 理事 

グローバルシステム事業部門 

Sumisho Computer Systems(Asia Pacific) Pte.Ltd. 

Managing Director 

グローバルソリューション事業部門 

グローバルソリューション事業部 事業推進部 

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS（EUROPE）LTD.

Managing Director 

盤井 保彦 理事 

ソリューション・機能事業部門 

ERP ソリューション事業本部長 

グローバルソリューション事業部門 

ビジネスソリューション事業部長補佐 

ビジネスソリューション部長 
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氏名 新役職名 旧役職名 

下平 慶龍 理事 

IT マネジメント事業部門 

IT マネジメント第一事業本部 副本部長 

理事 

プラットフォームソリューション事業部門 

IT 基盤ソリューション事業部 副事業部長 

基盤インテグレーション第１部長 

新庄 崇 理事 

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 

理事 

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＆サービス事業部長 

池 直樹 理事 

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 

理事 

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部長 

上野 裕治 

 

理事 

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 

理事 

流通・製造ソリューション事業部門 

製造ソリューション事業部長 

石橋 清人 理事 

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 副本部長 

理事 

流通・製造ソリューション事業部門 

製造ソリューション事業部 副事業部長 

宮川 裕之 理事 

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 副本部長 

理事 

流通・製造ソリューション事業部門 

製造ソリューション事業部 副事業部長 

関西製造ソリューション部長 

三浦 史雄 理事 

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 副本部長 

理事 

SCS カンパニー中部支社 副支社長 

 

 

 以 上 


