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2020年1月16日

会社名 ＳＣＳＫ株式会社

代表者名 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 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、機構改革および取締役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

２．機構改革内容（2020年4月1日付）

（１）全社営業統括部門・ＤＸ推進組織の改編

① 全社営業統括部門について

・ 産業営業統括本部、金融営業統括本部の顧客別営業機能を各業種別事業部門に統合する。

・ 戦略ソリューション営業統括本部、および一部の営業機能を（後述の）ＤＸ推進組織に統合・再編する。

② ＤＸ推進組織の改編について

・ 再編後のセンター構成は以下の通り。

− ＤＸ戦略営業センター： 全社横断でＤＸ分野向けサービス提供を仕掛ける事業・案件の創出機能

部門横断的な事業企画・推進・連携促進機能

− DX事業開発センター： ＤＸ関連技術を活用した新規事業の孵化器、事業開発事例作り機能

− DX技術開発センター： ＤＸに活かす技術・知財等を用意し、各事業部門が手掛けるＤＸビジネスの支援機能

機構改革および取締役ならびに役員人事等に関するお知らせ

記

2020年度を初年度とする新たな中期経営計画の開始にあたり、「ものづくり革新等による既存事業の高度化（事業革
新）」、「ＤＸ分野における新事業の創出・事業化」の取組みの推進、および双方の取組みの有機的な連携による事業
強化を目的に、組織体制を改編する。
あわせて、人的・技術的リソースの結集による付加価値の高いサービスの拡充を目的として実施する、当社の完全子
会社である株式会社ＪＩＥＣ（以下、ＪＩＥＣ）の吸収合併（2020年4月1日付）に伴い、ＪＩＥＣの組織を機能別に統合する。

全社営業統括部門が主導した「顧客のITニーズにグループ総合力をもって対応する」取組みについて、得られた成
果や、培ったノウハウを全社で展開すること、また、ＤＸ推進組織の強化に繋げることを目的に、全社営業統括部門
の各機能を、関連組織に統合・再編する。

「ＤＸ分野における新事業の創出・事業化」に向けたＤＸ事業推進・支援機能の更なる強化・充実を図るため、ＤＸセ
ンターと全社営業統括部門の戦略ソリューション営業統括本部および一部の営業機能を統合・再編し、ＤＸ戦略営
業センター、ＤＸ事業開発センター、ＤＸ技術開発センターを設置する。
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（２）事業部門の組織改編

① 製造・通信システム事業部門
・

・

・ 再編後の本部構成は以下の通り。

− 製造システム事業本部 ： 東京・中部地区の製造業担当
− 製造ソリューション事業本部 ： 東京・中部地区のソリューション担当
− 通信・公共システム事業本部 ： 通信・エネルギー業担当
− 西日本産業第一事業本部 ： 西日本地区のソリューション担当
− 西日本産業第二事業本部 ： 西日本地区の製造業担当

② 金融システム事業部門
・ ＪＩＥＣの金融業界向けシステム開発事業の担当組織を、金融システム第六事業本部として新設する。

③ ITマネジメントシステム事業部門

・

・

・

・ ＪＩＥＣのITインフラ運用・開発事業の担当組織を、マネジメントサービス第四事業本部として新設する。

・ 再編後の本部構成は以下の通り。

− マネジメントサービス第一事業本部 ： ITインフラの運用・開発（製造・通信業界）
− マネジメントサービス第二事業本部 ： ITインフラの運用・開発（金融業界）
− マネジメントサービス第三事業本部 ： ITインフラの運用・開発（流通・メディア・商社業界）
− マネジメントサービス第四事業本部 ： ITインフラの運用・開発（現ＪＩＥＣ組織）
− ｎｅｔＸデータセンター事業本部 ： データセンター事業の企画・運営
− 西日本ＩＴマネジメント事業本部 ： 西日本担当
− 基盤サービス事業本部 ： マルチクラウド・ネットワーク・セキュリティ等のサービス

（３）コーポレート・事業サポート部門の組織改編

更なる高度化・効率化を目的に、機能別に整理し、再編する。

※ 前述[2(1)②ＤＸ推進組織の改編]に記載のＤＸ推進組織を含め、6グループ・7センター

・ 再編後のグループ・センター構成は下記の通り。

− 経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ

− 人事・総務グループ

− 人材開発グループ

− 法務・リスク管理グループ

− 経理・ＩＲグループ

− 財務・事業投資推進グループ

− ＳＥ＋センター
− 開発センター
− ものづくり革新推進センター
− ＤＸ戦略営業センター
− ＤＸ事業開発センター
− ＤＸ技術開発センター
− Ｒ＆Ｄセンター

ｎｅｔＸデータセンター事業本部は、データセンター運営の高度化・効率化を図ることを目的に、データセンターの企
画・運営に特化することとし、一部機能は同部門の各本部に移管する。

ITインフラ運用・開発事業における業種別担当を明確にし、他の事業部門との連携強化および業種別戦略の設
定・推進を目的に、マネジメントサービス第一事業本部、マネジメントサービス第二事業本部、マネジメントサービ
ス第三事業本部に再編する。

マルチクラウド・ネットワーク・セキュリティを中心としたサービス・新規ビジネスの開発を目的に、基盤サービス事
業本部を新設し、基盤インテグレーション事業本部、ｎｅｔＸデータセンター事業本部の当該機能を移管する。

業種別戦略の一体的な推進を目的に、製造システム事業本部と中部システム事業本部を統合し、製造システム
事業本部とする。

製造業向けソリューション事業の拡大を目的に、製造ソリューション事業本部を新設し、製造システム事業本部と
中部システム事業本部の当該機能を移管する。
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３．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 退任

2020年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

－ 取締役（非常勤） 渡辺　一正

（住友商事株式会社） （住友商事株式会社）

（２） 執行役員人事

① 新任

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 理事 日下部　俊彦

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門長補佐

グローバル事業開発本部長

執行役員 － 久保　修

金融システム事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

金融システム第六事業本部長

執行役員 理事 小林　良成

人事・総務グループ長 人事グループ長

執行役員 理事 蔦谷　洋輔

ビジネス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門

ＡＭＯ第二事業本部長 ＡＭＯ第二事業本部長

コンタクトセンターサービス事業本部長 コンタクトセンターサービス事業本部 副本

部長

ITM連携推進担当

執行役員 理事 小峰　正樹

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 製造エンジニアリング事業本部 副本部長

執行役員 理事 成毛　朋之

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　常務執行 全社営業統括部門

役員 事業推進グループ長

金融営業統括本部 副本部長

執行役員 理事 田辺　正幸

モビリティシステム事業部門 金融システム事業部門

モビリティシステム第二事業本部長 金融システム第四事業本部長

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

執行役員 理事 中島　英也

商社・グローバルシステム事業部門 ＤＸセンター 副センター長

ＳＣ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 副グループ長

② 昇格

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

副社長執行役員 専務執行役員 遠藤　正利

ものづくり革新推進責任者 ものづくり革新推進責任者

分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、も 分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、も

のづくり革新推進センター） のづくり革新推進センター）

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

代表取締役会長 代表取締役会長

常務執行役員 上席執行役員 関　滋弘

製造・通信システム事業部門長 製造・通信システム事業部門

製造システム事業本部長

上席執行役員 執行役員 高橋　観

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第二事業本部長 事業推進グループ長

上席執行役員 執行役員 山野　晃

上席執行役員 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

基盤サービス事業本部長 基盤インテグレーション事業本部長

西日本ＩＴマネジメント事業本部長 流通・メディアシステム事業部門

ITM連携推進担当役員

上席執行役員 執行役員 大谷　真弘

ビジネス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門

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長

上席執行役員 執行役員 田邑　富重

開発センター長 ITマネジメント事業部門

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 マネジメントサービス第一事業本部長

代表取締役社長 ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社

代表取締役社長
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新役職名 旧役職名 氏名

上席執行役員 執行役員 森　雅昭

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

流通・メディア第一事業本部長 流通・メディア第一事業本部長

上席執行役員 執行役員 石田　高章

ものづくり革新推進センター長 ＳＥ＋センター長

ものづくり革新推進センター 副センター長

③ 分掌変更

2020年4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 福永　哲弥

分掌役員（財務・事業投資推進グループ） コーポレート部門連携責任者

分掌役員（財務・事業投資推進グループ）

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 加藤　啓

商社・グローバルシステム事業部門長 商社・グローバルシステム事業部門長

副分掌役員（DX戦略営業センター、DX事業 副分掌役員（ＤＸセンター、Ｒ＆Ｄセンター）

開発センター、DX技術開発センター、Ｒ＆

Ｄセンター）

取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 田村  達郎

分掌役員（経営企画・広報・サステナビリティ 分掌役員（経営企画グループ）

推進グループ）

専務執行役員 専務執行役員 熊﨑　龍安

分掌役員（経理・IRグループ） 分掌役員（経理グループ）

経理グループ長

常務執行役員 常務執行役員 田財　英喜

ビジネスソリューション事業部門長 ビジネスソリューション事業部門長

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社 コンタクトセンターサービス事業本部長

取締役会長 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

代表取締役会長

常務執行役員 常務執行役員 印南　淳

流通・メディアシステム事業部門長 株式会社ＪＩＥＣ　代表取締役社長

常務執行役員 常務執行役員 中村　誠

モビリティシステム事業部門長 モビリティシステム事業部門長

事業推進グループ長
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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 渡辺　篤史

DX事業化推進責任者 流通・メディアシステム事業部門長

分掌役員（DX戦略営業センター、DX事業 流通・メディア第三事業本部長

開発センター、DX技術開発センター、Ｒ＆

Ｄセンター）

常務執行役員 常務執行役員 當麻　隆昭

分掌役員（人事・総務グループ、人材開発グ 製造・通信システム事業部門長

ループ）

上席執行役員 上席執行役員 今井　善則

金融システム事業部門 全社営業統括部門

事業推進グループ長 金融営業統括本部長

上席執行役員 上席執行役員 奥原　隆之

ＤＸ事業開発センター長 ＤＸセンター長

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 岡　恭彦

副分掌役員（経理・IRグループ） 分掌役員（総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ

経理・IRグループ長 推進グループ）

総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー

プ長

上席執行役員 上席執行役員 古宮　浩行

DX技術開発センター長 全社営業統括部門

戦略ソリューション営業統括本部長

執行役員 執行役員 河辺　恵理

開発センター　副センター長（オフショア担 商社・グローバルシステム事業部門

当） 事業推進グループ長

執行役員 執行役員 堀江　旬一

ＳＥ＋センター長 金融システム事業部門

金融システム事業部門長補佐 金融システム第二事業本部長

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・通信システム事業部門

製造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
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新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 執行役員 市場　健二

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門

事業推進グループ長 グローバル事業開発本部長

執行役員 執行役員 福島　俊一郎

経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 経営企画グループ長

ープ長

執行役員 執行役員 内山　郁夫

モビリティシステム事業部門 モビリティシステム事業部門

事業推進グループ長 モビリティシステム第二事業本部長

事業推進グループ長代理

④ 退任

2020年3月31日付（新役職は2020年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

参与 副社長執行役員 古沼　政則

DX事業化推進フェロー(営業担当) 全社営業統括部門長

参与 副社長執行役員 広瀬　省三

DX事業化推進フェロー(技術担当) ＤＸ事業化推進責任者

分掌役員（ＤＸセンター、Ｒ＆Ｄセンター）
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（３） 理事人事

① 新任

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 － 宮井　裕充

製造・通信システム事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

事業推進グループ　副グループ長

理事 － 岡林　雅史

製造・通信システム事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

通信・公共システム事業本部　副本部長

理事 － 菅谷　広之

金融システム事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

金融システム第六事業本部　副本部長

理事 － 上田　耕司

ITマネジメント事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

マネジメントサービス第四事業本部長

理事 － 保阪　　仁

ITマネジメント事業部門 （株式会社ＪＩＥＣ）

マネジメントサービス第四事業本部　副本

部長

② 昇格

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 経理グループ長代理 関　正浩

経理・IRグループ長補佐 主計部長

理事 財務・事業投資推進グループ長代理 内田　千博

財務・事業投資推進グループ長補佐 事業投資推進部長

理事 Ｒ＆Ｄセンター 嶋田　基史

Ｒ＆Ｄセンター　副センター長 デジタル技術部長

技術戦略部　副部長

理事 開発センター長代理 森田　守人

開発センター長代理 特定プロジェクト推進部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 流通・メディアシステム事業部門 青盛　学

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディア第一事業本部

流通・メディア第一事業本部　副本部長 ブロードネット第二部長

理事 経営企画グループ 古屋　直人

金融システム事業部門 経営企画部長

事業推進グループ　副グループ長

理事 金融システム事業部門 寺尾　誠

金融システム事業部門 金融システム第一事業本部

金融システム第一事業本部　副本部長 銀行ソリューション第二部長

理事 商社・グローバルシステム事業部門 井原　篤男

商社・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 営業部長

理事 ビジネスソリューション事業部門 領木　康人

ビジネスソリューション事業部門 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長代理

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部　副本部長

理事 モビリティシステム事業部門 蒲　泰敬

モビリティシステム事業部門 事業推進グループ

事業推進グループ　副グループ長 モビリティシステム事業担当役員補佐

部門統括部長

理事 株式会社ＪＩＥＣ出向 鶴岡　大

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　副グループ長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 大塚　誠也

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代理

中部・関西プラットフォーム事業本部　副本 ネットワークセキュリティ部長

部長

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長代理

理事 ＩＴマネジメント事業部門 安達　堅

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

マネジメントサービス第三事業本部長 エンタープライズ基盤サービス第二部長
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（４） 本部長級人事

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 杉山　敦

人材開発グループ長 開発センター長

リソースマネジメント部長

理事 理事 浅岡　香保里

法務・リスク管理グループ長補佐 法務・リスク管理グループ長補佐（法務担当）

法務部長

理事 理事 松永　和幸

経理・IRグループ 副グループ長 経理グループ 副グループ長

事業経理第二部長

理事 理事 清水　恵美

経理・IRグループ長補佐 総務・ＩＲ・広報・サステナビリティ推進グルー

プ長補佐（ＩＲ担当）

ＩＲ部長

理事 理事 神保　善弘

DX戦略営業センター長 全社営業統括部門

産業営業統括本部長

理事 理事 杉坂　浩一

Ｒ＆Ｄセンター長 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

営業推進部長

理事 理事 大澤　満

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門

製造ソリューション事業本部長 製造システム事業本部 副本部長

製造システム第一部長

事業推進グループ　営業推進部長

理事 理事 梶田　清隆

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門

流通・メディア第三事業本部長 流通・メディア第一事業本部 副本部長

理事 理事 谷口　学

金融システム事業部門 開発センター 副センター長

金融システム第四事業本部長 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

代表取締役社長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 根本　世紀

ビジネスソリューション事業部門 情報システムグループ長

事業推進グループ長

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

事業推進グループ長 事業推進グループ長

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

事業推進グループ長 事業推進グループ長

ＳＤＣ株式会社　代表取締役社長 グローバルビジネス推進部長

商社・グローバルシステム事業部門

ITM連携推進担当

ＳＤＣ株式会社　代表取締役社長

理事 理事 小坂　信三

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第一事業本部長 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 製造・通信システム事業部門

ITM連携推進担当

理事 理事 川村　純

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第二事業本部長 マネジメントサービス第二事業本部長

ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン 金融システム事業部門

株式会社　代表取締役社長 ITM連携推進担当

ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン

株式会社　代表取締役社長

※ 上記の新役職は、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。

（５）グループ会社人事

2020年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社 ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社 蔦尾　安貞

代表取締役社長 取締役

以　上
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