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2021年1月29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 大友　秀晃

　　（TEL. 03-5859-3833）

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

２．機構改革内容（2021年4月1日付）

(1)   「事業部門体制」から「事業グループ体制」への移行

【ＣＯＲＥ事業グループ】

・ 産業事業グループ ： 製造・通信システム事業部門、流通・メディアシステム事業部門を統合する。

・ 金融事業グループ ： 金融システム事業部門を名称変更する。

・ ソリューション事業グループ ： ビジネスソリューション事業部門、ＩＴマネジメント事業部門、

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣシステム事業本部を統合する。

・ プラットフォーム事業グループ ： プラットフォームソリューション事業部門を名称変更する。

【ＮｅｘｔＣＯＲＥ事業グループ】

・ モビリティ事業グループ ： モビリティシステム事業部門を母体に、他組織のモビリティ関連事業を集約する。

・ ビジネスデザイングループ ： 下記参照。

(2) 「ＤＸ事業化」推進・実行組織の設置

記

機構改革および取締役の異動ならびに役員人事等に関するお知らせ

2020年4月にスタートした中期経営計画「ＳＣＳＫグループ中期経営計画（FY2020～2022）」の取り組みを一層加速す
るため、デジタル社会に求められる経営のスピード感への対応、よりダイナミックな戦略遂行に向けた事業体の構成
等を目的に、組織体制を改編する。

戦略のダイナミック化、意思決定の迅速化、組織間の共創促進等を目的に、現「事業部門」を集約・統合の上、再編
する。尚、ＳＣＳＫグループの中核事業を担う事業グループを「ＣＯＲＥ事業グループ」、次世代の中核事業となるべく
事業化に取り組む事業グループを「ＮｅｘｔＣＯＲＥ事業グループ」と定義する。

中期経営計画の基本戦略の一つである「ＤＸ事業化（新規事業の創出）」の取り組みを加速するため、新規事業の創
出に注力・特化する「ビジネスデザイングループ」を新設する。本グループに、「ＤＸ事業化」戦略の重点領域であるヘ
ルスケア領域、ＣＸ（カスタマーエクスペリエンス）領域を担当する組織を設置する。
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(3) 各事業グループ内の組織改編

① 産業事業グループ

・

・

・

－ 産業ソリューション事業本部 ： 東名阪地区のソリューション担当

－ 製造システム事業本部 ： 東京・中部地区の製造業界担当

－ 流通システム事業本部 ： 不動産・小売を中心とした流通業界担当

－ 通信・公共システム事業本部 ： 通信・エネルギー業界担当

－ メディア事業本部 ： メディア業界担当

－ 西日本産業事業本部 ： 西日本地区の製造業界他担当

② 金融事業グループ

③ ソリューション事業グループ

④ モビリティ事業グループ

・

⑤ ビジネスデザイングループ

以下、４センターを設置する。

・ デジタルイノベーションセンター

－

・ グローバルセンター

・ ヘルスケアセンター

－

・ ＣＸセンター

－ ＣＸ分野における事業化を担う。
（流通・メディアシステム事業部門のEC関連機能およびビジネスソリューション事業部門のコンタクトセン
ターサービス事業本部を移管）

・

マネジメントサービス第四事業本部（(株)JIECと合併時に新設）は合併移行期間を終了し、領域別に他本部
へ移管する。

コネクティッドサービス事業の開発を担当する「コネクティッド事業開発センター」を新設する。

 他の事業グループおよび、グループ各社と連携し、新規事業の探索、新規事業創出の支援を行う。
（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、商社・グローバルシステム事業部
門のＳＣ事業開発グループを再編）

ヘルスケア分野における事業化を担う。
（製造・通信システム事業部門および流通・メディアシステム事業部門のヘルスケア（製薬・調剤）領域を
移管）

・

－

金融システム第六事業本部（(株)JIECと合併時に新設）は合併移行期間を終了し、領域別に他本部へ移管す
る。

既存の海外現地法人の主管業務を担うとともに、他の事業グループとも連携し、グローバルの事業機会
を探索する。
（商社・グローバルシステム事業部門のグローバル事業開発本部を移管）

再編後の本部構成は以下の通り。

営業機能の集約・強化、ソリューションの強化を通じ、金融各業界横断の事業機会を拡張する為、「金融営
業・ソリューション本部」を新設する。

・

・

西日本地区の事業の一体的な推進を目的に、西日本産業第一事業本部と西日本産業第二事業本部を統合
し、「西日本産業事業本部」とする。

事業部門の統合に伴い、産業系全般のソリューションを「産業ソリューション事業本部」に集約する。

現流通・メディアシステム事業部門を「流通システム事業本部」「メディア事業本部」に再編する。
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(4) コーポレート・事業サポートの組織改編

● グループコーポレート

－ 企画本部  (経営企画部・広報部・サステナビリティ推進部・グループ会社支援室)

－ 法務・リスクマネジメント本部  (法務部・リスクマネジメント部)

－ 人事・総務本部

－ 人材開発本部  (人材戦略推進部・人材開発部・専門性評価推進部)

－ 経理・ＩＲ本部  (コーポレート経理部・事業経理部・IR部)

－ 財務・事業投資推進本部  (財務部・事業投資推進部)

● 事業サポート

事業革新推進グループ

－ ＳＥ＋センター

－ 開発センター

－ ものづくり革新推進センター

（全社直轄組織）

－ R&Dセンター

・ 監査機能について

監査等委員会の配下にある「監査部」を「内部監査部」と「監査等委員会室」に分割する。

- 内部監査部 ： 執行側の配下の監査機能とし、監査業務を担当

- 監査等委員会室 ： 監査等委員会の配下と位置付け、監査等委員会に関する業務を担当

現コーポレート部門は、ＳＣＳＫグループ全体のコーポレート機能として、「グループコーポレート」と称し各本部を配
置する。
グループコーポレートおよび事業サポートの本部・センター構成は、以下の通り。

 (人事部・労務部・ライフサポート推進部・事務総務部・ファシリティ
サービス部)
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機構改革前（～2021年3月31日） 機構改革後（2021年4月1日～）

監査等委員会室

【グループコーポレート】
監査部 内部監査部
経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ 企画本部
人事・総務グループ 法務・リスクマネジメント本部
人材開発グループ 人事・総務本部
法務・リスク管理グループ 人材開発本部
経理・IRグループ 経理・IR本部
財務・事業投資推進グループ 財務・事業投資推進本部

ＳＥ＋センター
開発センター 【事業サポート】
ものづくり革新推進センター 事業革新推進グループ

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

Ｒ＆Ｄセンター

【CORE事業グループ】
製造・通信システム事業部門 産業事業グループ

事業推進グループ 産業事業グループ統括本部
製造システム事業本部 産業ソリューション事業本部
製造ソリューション事業本部 製造システム事業本部
通信・公共システム事業本部 流通システム事業本部
西日本産業第一事業本部 通信・公共システム事業本部
西日本産業第二事業本部 メディア事業本部

流通・メディアシステム事業部門 西日本産業事業本部
事業推進グループ 金融事業グループ
流通・メディア第一事業本部 金融事業グループ統括本部
流通・メディア第二事業本部 金融システム第一事業本部
流通・メディア第三事業本部 金融システム第二事業本部
流通・メディア第四事業本部 金融システム第三事業本部
流通・メディア第五事業本部 金融システム第四事業本部

金融システム事業部門 金融システム第五事業本部
事業推進グループ 金融営業・ソリューション本部
金融システム第一事業本部 ソリューション事業グループ
金融システム第二事業本部 ビジネスソリューション事業統括本部
金融システム第三事業本部 ＡＭＯ第一事業本部
金融システム第四事業本部 ＡＭＯ第二事業本部
金融システム第五事業本部 ＳＣシステム事業本部
金融システム第六事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

商社・グローバルシステム事業部門 ＩＴマネジメント事業統括本部
事業推進グループ マネジメントサービス第一事業本部
ＳＣシステム事業本部 マネジメントサービス第二事業本部
グローバル事業開発本部 マネジメントサービス第三事業本部
ＳＣ事業開発グループ ｎｅｔＸデータセンター事業本部

ビジネスソリューション事業部門 西日本ＩＴマネジメント事業本部
事業推進グループ 基盤サービス事業本部
ＡＭＯ第一事業本部 プラットフォーム事業グループ
ＡＭＯ第二事業本部 プラットフォーム事業グループ統括本部
コンタクトセンターサービス事業本部 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部
ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＩＴエンジニアリング事業本部

モビリティシステム事業部門 製造エンジニアリング事業本部
事業推進グループ 中部・関西プラットフォーム事業本部
モビリティシステム第一事業本部 九州プラットフォーム事業本部
モビリティシステム第二事業本部

プラットフォームソリューション事業部門 【NextCORE事業グループ】
事業推進グループ モビリティ事業グループ
ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 モビリティ事業グループ統括本部
ＩＴエンジニアリング事業本部 モビリティシステム第一事業本部
製造エンジニアリング事業本部 モビリティシステム第二事業本部
中部・関西プラットフォーム事業本部 コネクティッド事業開発センター
九州プラットフォーム事業本部 ビジネスデザイングループ

ＩＴマネジメント事業部門 ビジネスデザイングループ統括本部
事業推進グループ デジタルイノベーションセンター
マネジメントサービス第一事業本部 グローバルセンター
マネジメントサービス第二事業本部 ヘルスケアセンター
マネジメントサービス第三事業本部 ＣＸセンター
マネジメントサービス第四事業本部
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
基盤サービス事業本部

西日本支社 西日本支社
事業推進グループ

中部支社 中部支社
事業推進グループ

九州支社 九州支社

▲
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３．役員制度の改定

４．取締役人事（監査等委員である取締役を除く）

① 新任

2021年6月（正式には2021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 執行役員 副社長 － 爲房　孝二

（住友商事株式会社）

（2021年4月1日付　執行役員 副社長

　就任予定）

取締役（非常勤） － 久保　哲也

② 役付変更

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役（非常勤） 取締役 常務執行役員 田村　達郎

③ 退任

2021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） 田村　達郎

（住友商事株式会社）

５．執行役員および業務役員人事等

（１） 執行役員人事

① 新任

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 副社長 － 爲房　孝二

企画・法務分掌役員 （住友商事株式会社）

　役員制度を2021年4月1日付で改定し、これまで経営全般を執行する役割としていた執行役員を、ＳＣＳＫグループ
全体の経営執行を担う「執行役員」と、各事業領域の経営執行を担う「業務役員」とに区分し、それぞれの役割と責任
を明確にする。
　ＳＣＳＫグループ全体戦略と各事業領域での戦略をダイナミックに実行するため、各事業責任者への権限委譲をよ
り一層進め、迅速な意思決定が行える体制とする。
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② 昇格

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 常務 上席執行役員 岡　恭彦

財務・経理分掌役員補佐（経理・IR担当） 副分掌役員（経理・ＩＲグループ）

経理・IRグループ長

③ 分掌変更（役員制度の改定に伴う役付変更を含む）

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者 代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者 田渕　正朗

健康経営推進最高責任者 健康経営推進最高責任者

代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 谷原　徹

執行役員 副社長 副社長執行役員 遠藤　正利

事業革新推進グループ管掌役員 ものづくり革新推進責任者

事業革新推進グループ長 分掌役員（ＳＥ
＋センター、開発センター、

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 ものづくり革新推進センター）

代表取締役会長 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

代表取締役会長

執行役員 専務 専務執行役員 熊﨑　龍安

内部監査担当役員 分掌役員（経理・IRグループ）

取締役 執行役員 専務 取締役 専務執行役員 福永　哲弥

財務・経理分掌役員 分掌役員（財務・事業投資推進グループ）

財務・事業投資推進本部長

取締役 執行役員 専務 取締役 専務執行役員 加藤　啓

ビジネスデザイングループ管掌役員 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

開発センター、ＤＸ技術開発センター、Ｒ＆D

センター）

執行役員 常務 常務執行役員 工藤　敏晃

金融事業グループ長 金融システム事業部門長

執行役員 常務 常務執行役員 上田　哲也

ソリューション事業グループ長 ＩＴマネジメント事業部門長
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新役職名 旧役職名 氏名

執行役員 常務 常務執行役員 田財　英喜

Ｒ＆Ｄセンター担当役員 ビジネスソリューション事業部門長

事業革新推進グループ長補佐（社内情報 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

システム担当） 取締役会長

株式会社Skeed 株式会社Skeed

代表取締役CEO 代表取締役CEO

執行役員 常務 常務執行役員 印南　淳

産業事業グループ長 流通・メディアシステム事業部門長

執行役員 常務 常務執行役員 中村　誠

モビリティ事業グループ長 モビリティシステム事業部門長

執行役員 常務 常務執行役員 渡辺　篤史

ビジネスデザイングループ長 ＤＸ事業化推進責任者

分掌役員（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）

執行役員 常務 常務執行役員 新庄　崇

プラットフォーム事業グループ長 プラットフォームソリューション事業部門長

執行役員 常務 常務執行役員 清水　康司

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

代表取締役社長 代表取締役社長

執行役員 常務 常務執行役員 當麻　隆昭

人事・総務分掌役員 分掌役員（人事・総務グループ、人材開発グ

ループ）

執行役員 常務 常務執行役員 菅原　靖夫

企画・法務分掌役員補佐（法務・リスク担当） 分掌役員（法務・リスク管理グループ）

執行役員 常務 常務執行役員 武井　久直

株式会社Minoriソリューションズ 株式会社Minoriソリューションズ

代表取締役副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員

執行役員 常務 常務執行役員 新堀　義之

株式会社ベリサーブ 株式会社ベリサーブ

代表取締役社長 代表取締役社長

執行役員 常務 常務執行役員 関　滋弘

産業事業グループ 副グループ長 製造・通信システム事業部門長
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（２）業務役員人事

① 新任

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 理事 大澤　満

産業事業グループ 製造・通信システム事業部門

産業ソリューション事業本部長 製造ソリューション事業本部長

業務役員 理事 増田　秀穂

金融事業グループ 金融システム事業部門

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　副本部長

業務役員 理事 佐藤　誠之

ビジネスデザイングループ 商社・グローバルシステム事業部門長補佐

デジタルイノベーションセンター長

業務役員 理事 神保　善弘

株式会社Minoriソリューションズ ＤＸ戦略営業センター長

常務執行役員

業務役員 理事 髙橋　俊之

SCSK USA Inc. ＩＴマネジメント事業部門

President＆CEO 事業推進グループ長

グローバルビジネス推進部長

ＳＤＣ株式会社

代表取締役社長

② 分掌変更（役員制度の改定に伴う役付変更を含む）

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 執行役員 福島　俊一郎

企画・法務分掌役員補佐（企画担当） 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル

企画本部長 ープ長

業務役員 執行役員 川名　智雄

法務・リスクマネジメント本部長 法務・リスク管理グループ長

業務役員 執行役員 小林　良成

人事・総務本部長 人事・総務グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 執行役員 堀江　旬一

事業革新推進グループ ＳＥ＋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

業務役員 上席執行役員 田邑　富重

事業革新推進グループ 開発センター長

開発センター長 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 代表取締役社長

代表取締役社長

業務役員 執行役員 河辺　恵理

事業革新推進グループ 開発センター　副センター長（オフショア担当）

開発センター　副センター長（オフショア担当）

業務役員 上席執行役員 石田　高章

事業革新推進グループ ものづくり革新推進センター長

ものづくり革新推進センター長

業務役員 上席執行役員 内藤　幸一

産業事業グループ 製造・通信システム事業部門

産業事業グループ統括本部長 事業推進グループ長

業務役員 執行役員 戸田　賢二

産業事業グループ 製造・通信システム事業部門

製造システム事業本部長 製造システム事業本部長

業務役員 上席執行役員 宮川　正

産業事業グループ 製造・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

業務役員 上席執行役員 森　雅昭

産業事業グループ 流通・メディアシステム事業部門

メディア事業本部長 流通・メディア第一事業本部長

業務役員 執行役員 志宇知　正司

産業事業グループ 製造・通信システム事業部門

西日本産業事業本部長 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

業務役員 上席執行役員 高橋　観

金融事業グループ 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
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新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 執行役員 久保　修

金融事業グループ 金融システム事業部門

金融システム第三事業本部長 金融システム第六事業本部長

業務役員 上席執行役員 斎藤　幸彦

ソリューション事業グループ ビジネスソリューション事業部門

ＡＭＯ第一事業本部長 ＡＭＯ第一事業本部長

業務役員 上席執行役員 横山　峰男

ソリューション事業グループ 製造・通信システム事業部門

ＡＭＯ第二事業本部長 西日本産業第一事業本部長

西日本支社長

業務役員 上席執行役員 大谷　真弘

ソリューション事業グループ 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

業務役員 上席執行役員 髙野　健

ソリューション事業グループ ＩＴマネジメント事業部門

基盤サービス事業本部長 基盤サービス事業本部長

ＩＴマネジメント事業統括本部長 西日本ＩＴマネジメント事業本部長

業務役員 執行役員 市場　健二

プラットフォーム事業グループ 商社・グローバルシステム事業部門

プラットフォーム事業グループ統括本部長 事業推進グループ長

業務役員 執行役員 小峰　正樹

プラットフォーム事業グループ 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

営業推進部長

業務役員 執行役員 宮川　裕之

プラットフォーム事業グループ 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 中部・関西プラットフォーム事業本部長

中部支社長

業務役員 執行役員 内山　郁夫

モビリティ事業グループ モビリティシステム事業部門

モビリティ事業グループ統括本部長 事業推進グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 上席執行役員 渡辺　孝治

モビリティ事業グループ モビリティシステム事業部門

モビリティシステム第一事業本部長 モビリティシステム第一事業本部長

コネクティッド事業開発センター 副センター長

業務役員 執行役員 田辺　正幸

モビリティ事業グループ モビリティシステム事業部門

モビリティシステム第二事業本部長 モビリティシステム第二事業本部長

中部支社長 中部支社 事業推進グループ長

業務役員 上席執行役員 三ッ石　利彦

モビリティ事業グループ 金融システム事業部門

コネクティッド事業開発センター長 金融システム第三事業本部長

業務役員 上席執行役員 古宮　浩行

ビジネスデザイングループ ＤＸ技術開発センター長

エバンジェリスト

業務役員 執行役員 中島　英也

ビジネスデザイングループ長補佐（特命担当） 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

業務役員 上席執行役員 山本　香也

ビジネスデザイングループ 金融システム事業部門

ビジネスデザイングループ統括本部長 金融システム第一事業本部長

業務役員 執行役員 日下部　俊彦

ビジネスデザイングループ 商社・グローバルシステム事業部門

グローバルセンター長 グローバル事業開発本部長

業務役員 執行役員 蔦谷　洋輔

ビジネスデザイングループ ビジネスソリューション事業部門

ＣＸセンター長 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

業務役員 上席執行役員 山野　晃

株式会社ベリサーブ 株式会社ベリサーブ

常務執行役員 常務執行役員

業務役員 執行役員 成毛　朋之

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

常務執行役員 常務執行役員
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新役職名 旧役職名 氏名

業務役員 上席執行役員 播磨　昭彦

株式会社Minoriソリューションズ 株式会社Minoriソリューションズ

監査役 監査役

業務役員 上席執行役員 川嶋　義純

株式会社ＣＳＩソリューションズ 株式会社ＣＳＩソリューションズ

代表取締役社長 代表取締役社長

業務役員 執行役員 束　巍

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. 中国・アジア統括

Managing Director SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.

思誠思凱信息系統（上海）有限公司 Managing Director

董事長 思誠思凱信息系統（上海）有限公司

董事長

業務役員 上席執行役員 奥原　隆之

株式会社Gran Manibus　取締役 ＤＸ事業開発センター長

（３）役員退任

2021年3月31日付（新役職は2021年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役（非常勤） 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

推進グループ）

参与 執行役員 池　直樹

プラットフォーム事業グループ 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付 製造エンジニアリング事業本部長

参与 執行役員 宮下　英之

ＳＣＳＫ九州株式会社 ＳＣＳＫ九州株式会社

代表取締役社長 代表取締役社長

参与 上席執行役員 今井　善則

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.

Deputy Managing Director Deputy Managing Director

参与 執行役員 内田　俊哉

（住友商事株式会社 出向） （住友商事株式会社 出向）
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（４）理事人事（理事への昇格）

2021年4月1日付

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 堀田　真杉

産業事業グループ 流通・メディア第三事業本部

流通システム事業本部 副本部長 流通システム第三部長

理事 金融システム事業部門 田崎　義則

金融事業グループ 金融システム第一事業本部

金融営業・ソリューション本部 副本部長 銀行システム営業第二部長

理事 ビジネスソリューション事業部門 森　辰康

ソリューション事業グループ ＡＭＯ第二事業本部

ＡＭＯ第二事業本部 副本部長 新ビジネス推進部長

理事 ITマネジメント事業部門 佐藤　利宏

ソリューション事業グループ 基盤サービス事業本部長代理

基盤サービス事業本部 副本部長 コミュニケーション基盤サービス部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 冨永　剛

プラットフォーム事業グループ ＩＴエンジニアリング事業本部長代理

ＩＴエンジニアリング事業本部 副本部長

理事 ＤＸ事業開発センター 澤田　享裕

ビジネスデザイングループ IoＴサービスデザイン部長

デジタルイノベーションセンター 副センター長

理事 製造・通信システム事業部門 本間　智尚

ビジネスデザイングループ 製造ソリューション事業本部

ヘルスケアセンター長 営業部長

ＤＸ事業開発センター

ヘルスケア事業企画室長

（５） 本部長級人事

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 新開　和磨

内部監査担当役員付 監査部長

理事 理事 宮井　裕充

内部監査部長 製造・通信システム事業部門

事業推進グループ 副グループ長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 井上　賢司

法務・リスクマネジメント本部 副本部長 流通・メディアシステム事業部門

法務部長 事業推進グループ長

理事 理事 浅岡　香保里

法務・リスクマネジメント本部長補佐 法務・リスク管理グループ長補佐

法務部長

理事 理事 杉山　敦

人材開発本部長 人材開発グループ長

専門性評価推進部長

理事 理事 羽角　慎二

経理・ＩＲ本部長 財務・事業投資推進グループ長

理事 理事 鶴岡　大

経理・ＩＲ本部 副本部長 プラットフォームソリューション事業部門

事業経理部長 事業推進グループ 副グループ長

部門統括部長

理事 理事 松永　和幸

経理・ＩＲ本部長補佐 経理・IRグループ 副グループ長

財務・事業投資推進本部長補佐 事業経理第二部長

理事 理事 関　正浩

経理・ＩＲ本部長補佐 経理・IRグループ長補佐

コーポレート経理部長 主計部長

理事 理事 清水　恵美

財務・事業投資推進本部 副本部長 経理・IRグループ長補佐

ＩＲ部長

理事 理事 内田　千博

財務・事業投資推進本部長補佐 財務・事業投資推進グループ長補佐

事業投資推進部長 事業投資推進部長

理事 理事 森田　守人

事業革新推進グループ 開発センター長代理

ＳＥ＋センター 副センター長 特定プロジェクト推進部長

理事 理事 梶田　清隆

産業事業グループ 流通・メディアシステム事業部門

流通システム事業本部長 流通・メディア第三事業本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 岡林　雅史

産業事業グループ 製造・通信システム事業部門

通信・公共システム事業本部 副本部長 通信・公共システム事業本部 副本部長

産業システム第一部長

産業システム第二部長

理事 理事 小澤　督

産業事業グループ 流通・メディアシステム事業部門

メディア事業本部 副本部長 流通・メディア第二事業本部長

ＩＰネットワークテクノロジ部長

理事 理事 青盛　学

産業事業グループ 流通・メディアシステム事業部門

メディア事業本部 副本部長 流通・メディア第一事業本部 副本部長

システム基盤推進室長

理事 理事 秋葉　斉史

産業事業グループ 流通・メディアシステム事業部門

西日本産業事業本部 副本部長 流通・メディア第四事業本部長

理事 理事 古屋　直人

金融事業グループ 金融システム事業部門

金融事業グループ統括本部長 事業推進グループ長

理事 理事 菅谷　広之

金融事業グループ 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 金融システム第六事業本部 副本部長

金融システム事業推進室長

理事 理事 谷口　学

金融事業グループ 金融システム事業部門

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

理事 理事 原武　功成

金融事業グループ 金融システム事業部門

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

理事 理事 石橋　民男

金融事業グループ 金融システム事業部門

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 寺尾　誠

金融事業グループ 金融システム事業部門

金融営業・ソリューション本部長 金融システム第一事業本部 副本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 根本　世紀

ソリューション事業グループ 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統括本部長 事業推進グループ長

理事 理事 山田　明義

ソリューション事業グループ 商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣシステム事業本部長 ＳＣシステム事業本部長

理事 理事 岩沙　一彦

ソリューション事業グループ 商社・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 ＳＣシステム事業本部 副本部長

理事 理事 領木　康人

ソリューション事業グループ ビジネスソリューション事業部門

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 副本部長 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 副本部長

理事 理事 小坂　信三

ソリューション事業グループ 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 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

理事 理事 川村　純

ソリューション事業グループ 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 ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン

株式会社 株式会社 

代表取締役社長 代表取締役社長

理事 理事 保阪　仁

ソリューション事業グループ 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 副本部長 マネジメントサービス第四事業本部 副本部長

基盤第三部長

理事 理事 安達　堅

ソリューション事業グループ ITマネジメント事業部門

マネジメントサービス第三事業本部長 マネジメントサービス第三事業本部長

理事 理事 小笠原　寛

ソリューション事業グループ ＩＴマネジメント事業部門

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 副本部長

理事 理事 上田　耕司

ソリューション事業グループ 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 マネジメントサービス第四事業本部長
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新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 三浦　史雄

プラットフォーム事業グループ プラットフォームソリューション事業部門

プラットフォーム事業グループ統括本部 事業推進グループ 副グループ長

副本部長 プロジェクト監理部長

理事 理事 河野　昇

プラットフォーム事業グループ 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

理事 理事 網野　広孝

プラットフォーム事業グループ 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 製造エンジニアリング事業本部 副本部長

理事 理事 大塚　誠也

プラットフォーム事業グループ プラットフォームソリューション事業部門

中部・関西プラットフォーム事業本部長 中部・関西プラットフォーム事業本部 

副本部長

ＣＡＥソリューション部長

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長代理

理事 理事 髙口　英樹

プラットフォーム事業グループ 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

九州支社長 九州支社長

理事 理事 蒲　泰敬

モビリティ事業グループ モビリティシステム事業部門

モビリティ事業グループ統括本部 副本部長 事業推進グループ 副グループ長

部門統括部長

理事 理事 北尾　聡

ビジネスデザイングループ 流通・メディアシステム事業部門

ＣＸセンター 副センター長 流通・メディア第五事業本部長

ＳＣＳＫプレッシェンド株式会社 ＤＸ事業開発センター

代表取締役社長 ＣＸ事業企画室長

ＳＣＳＫプレッシェンド株式会社

代表取締役社長

※ 上記（１）～（５）の新役職について、事業サポート・ＣＯＲＥ事業グループ・ＮｅｘｔＣＯＲＥ事業グループは本部長級以上

　　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。
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（６）グループ会社人事

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

ＳＤＣ株式会社 ＳＤＣ株式会社 南部　京太

代表取締役社長 取締役副社長

（７） 部長級人事

2021年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

監査等委員会室長 監査部 副部長 幸田　光弘

内部監査部 副部長 監査部 副部長 土倉　茂浩

企画本部 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 秦　享志

経営企画部長 ープ

経営企画部長

企画本部 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 大友　秀晃

広報部長 ープ

広報部長

企画本部 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 清水　一政

広報部 副部長 ープ

広報部 副部長

第一課長

企画本部 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 佐藤　利也

サステナビリティ推進部長 ープ

サステナビリティ推進部長

社会貢献課長

企画本部 経営企画・広報・サステナビリティ推進グル 廣瀬　由香

グループ会社支援室長 ープ

グループ会社支援室長

法務・リスクマネジメント本部 法務・リスク管理グループ 宮澤　哲斉

法務部 副部長 法務部 副部長

法務・リスクマネジメント本部 法務・リスク管理グループ 元島　広幸

リスクマネジメント部長 リスクマネジメント部長

人事・総務本部 人事・総務グループ 和南城　由修

人事部長 人事部長

Ｄ＆Ｉ推進課長
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新役職名 旧役職名 氏名

人事・総務本部 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社出向 今井　崇敬

労務部長

人事・総務本部 人事・総務グループ 板矢　幸信

労務部 副部長 労務部 副部長

人事・総務本部 人事・総務グループ 杉岡　孝祐

ライフサポート推進部長 ライフサポート推進部 副部長

ライフサポート課長

人事・総務本部 人事・総務グループ 齋藤　信郎

事務総務部長 事務総務部長

管理・企画課長

人事・総務本部 人事・総務グループ 苛原　弘幸

ファシリティサービス部長 ファシリティサービス部長

人材開発本部 人材開発グループ 酒井　大介

人材戦略推進部長 人材戦略推進部長

人材開発本部 人材開発グループ 篠原　貴之

人材開発部長 人材開発部長

経理・IR本部 金融システム事業部門 中園　真夫

事業経理部 副部長 事業推進グループ

部門統括部 副部長

第三課長

経理・IR本部 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社出向 瀧日　耕一

ＩＲ部長

財務・事業投資推進本部 財務・事業投資推進グループ 田中　裕之

財務部長 財務部長

以　上
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