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平成 23 年 2 月 25 日 

各  位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生 

（コード番号 4812 東証第１部）

問 合 せ 先 取 締 役 梅沢 幸之助

 （TEL. 03-6713-6160）

 

組織機構改革および人事異動について 

 

当社は、平成 23 年 4 月 1日付で組織機構改革および人事異動を実施することを決定いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 組織機構改革 

（１）本部／事業部／支社レベルの組織改編 

① ビジネスイノベーション本部を「ビジネス統括本部」に改称する。 

② 西日本支社を地域ごとに分割し、新たに「関西支社」「中部支社」および「広島支社」を置く。

これに伴い、西日本支社は廃止する。 

 

（２）直轄部門、本部／事業部／支社内における組織改編 

①直轄部門 

a. 先端技術活用による新規ビジネス開拓のため、「オープンイノベーション研究所」を新設する。 

b. コーポレートコミュニケーション室の機能を経営企画室に移管し、コーポレートコミュニケ

ーション室を廃止する。 

 

②「ビジネス統括本部」 

a. マーケティング統括室の新規事業開発機能を新設する「オープンイノベーション研究所」に

移管し、マーケティング統括室を廃止する。 

 

③金融ソリューション事業部 

a. 新規ソリューションおよびサービスの販売強化のため、「金融営業 5部」を新設する。 

b. 地域金融機関向けソフトウェアの開発力強化を図るため、「金融プロダクトソリューション 3

部」を新設する。 

c. 新規ソリューションおよびサービスの開発体制強化のため、「金融ビジネスイノベーション

部」を新設する。 

d. 金融ソリューション推進部を廃止する。 
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④ビジネスソリューション事業部 

a. 販売促進、営業支援および代理店ビジネス拡大のため、「BS 事業推進部」を新設する。 

b. プロジェクト管理室の機能を BS 事業管理部に移管し、同室を廃止する。 

c. ソリューション企画部のサービスおよび製品企画機能をビジネスコンサルティング部に移管

し、ソリューション企画部を廃止する。 

d. パッケージインテグレーション営業部を「ビジネスソリューション営業 3部」に改称する。 

e. 中部営業部の機能を「中部支社」に移管し、同部を廃止する。 

f. SI1 部の機能をソリューション開発部に移管し、SI1 部を廃止する。 

g. 連結会計ソリューション開発専任部署として、「ソリューションコンサルティング 1部」を新

設する。従来のソリューションコンサルティング 1部は「ソリューションコンサルティング 4

部」に改称する。 

h. SI2 部の機能を「中部支社」に移管し、同部を廃止する。 

i. SI3 部の機能を「関西支社」に移管し、同部を廃止する。 

 

⑤エンジニアリングソリューション事業部 

a. 東日本営業部を再編し、「東日本営業 1部」および「東日本営業 2部」とする。東日本営業部

は廃止する。 

b. 設計ソリューション部および生産技術ソリューション部を再編し、「東日本ソリューション 1

部」および「東日本ソリューション 2 部」とする。設計ソリューション部および生産技術ソ

リューション部は廃止する。 

c. カスタマーサポート部を「カスタマーソリューション部」に改称する。 

d. 新規事業、新規ソリューションの推進および新規提案のサポートを行う部署として「ソリュ

ーションプロモーション室」を新設する。 

e. コンサルティング機能を一元化するため、EI コンサルティング部の機能を株式会社アイティ

アイディコンサルティングに移管し、同部を廃止する。 

f. 「関西支社」「中部支社」「広島支社」の新設に伴い、西日本営業 1 部、西日本営業 2 部およ

び西日本営業 3部を廃止する。 

g. 「関西支社」「中部支社」「広島支社」の新設に伴い、西日本ソリューション 1 部、西日本ソ

リューション 2部および西日本ソリューション 3部を廃止する。 

h. CS プロジェクト室を「関西支社」に移管する。 

 

⑥「関西支社」 

a. 西日本地区における営業機能を担う「西日本営業部」を新設する。 

b. エンジニアリングソリューション事業部から「CS プロジェクト室」を移管する。 

c. 西日本地区における技術サービス機能を担う「西日本ソリューション部」を新設する。 

 

⑦「中部支社」 

a. 中部地区における営業機能を担う「中部営業部」を新設する。 

b. 中部地区における技術サービス機能を担う「中部ソリューション部」を新設する。 
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⑧「広島支社」 

a. 広島地区における営業機能を担う「広島営業部」を新設する。 

b. 広島地区における技術サービス機能を担う「広島ソリューション 1 部」および「広島ソリュ

ーション 2部」を新設する。 

 

 

２． 管理職人事 

平成23年 4月 1日付管理職人事は以下のとおりです。なお、執行役員および執行業務については、

平成 23 年 2 月 25 日付当社発表資料「代表取締役の異動および役員人事について」をご参照くだ

さい。 

 

（１）直轄部門 

氏名 新職 現職 

山口 昌浩 

(やまぐち まさひろ) 

経営企画室長 コーポレートコミュニケーション室長

 

（２）ビジネス統括本部 

氏名 新職 現職 

伊東 洋 

(いとう ひろし) 

ビジネス統括本部 

副本部長 

兼クラウド事業推進センター部長 

ビジネスイノベーション本部 

副本部長 

兼クラウド事業推進センター部長 

竹内 英昭 

(たけうち ひであき) 

ビジネス統括本部 

VDR 事業推進センター部長 

ビジネスイノベーション本部 

本部長補佐 

兼 VDR 事業推進センター部長 

田仲 浩 

(たなか ひろし) 

ビジネス統括本部 

営業統括室長 

ビジネスイノベーション本部 

マーケティング統括室長 

 

（３）金融ソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

中川 雅昭 

(なかがわ まさあき) 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融プロダクトソリューション2部長

石若 仁 

(いしわか じん) 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューション3部長

久永 真介 

(ひさなが しんすけ) 

金融ソリューション事業部 

金融営業 3部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 4部長 

安廣 征太 

(やすひろ はやた) 

金融ソリューション事業部 

金融営業 4部長 
－ 

村井 安浩 

(むらい やすひろ) 

金融ソリューション事業部 

金融営業 5部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 3部長 

飯田 広基 

(いいだ こうき) 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューション3部長
－ 
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氏名 新職 現職 

高橋 健 

(たかはし けん) 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション2部長
－ 

内川 政義 

(うちかわ まさよし) 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション3部長
－ 

佐藤 数明 

(さとう かずあき) 

金融ソリューション事業部 

金融ビジネスイノベーション部長 
－ 

 

（４）ビジネスソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

幸坂 知樹 

(こうさか ともき) 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼 BS 事業推進部長 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼 BS 事業管理部長 

林 晃司 

(はやし こうじ) 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ソリューション企画部長 

橋田 裕之 

(はしだ ひろゆき) 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ビジネスソリューション営業3部長

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼パッケージインテグレーション営業部長

山川 裕 

(やまかわ ゆたか) 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼ソリューションコンサルティング3部長

技術統括本部 

副本部長 

相澤 祐司 

(あいざわ ゆうじ) 

ビジネスソリューション事業部 

BS 事業管理部長 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング2部長

兼プロジェクト管理室長 

田中 潤一郎 

(たなか じゅんいちろう) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング1部長

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング3部長

渡邊 雅範 

(わたなべ まさのり) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング2部長

ビジネスソリューション事業部 

SI1部長 

北島 秀樹 

(きたじま ひでき) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング4部長

ビジネスソリューション事業部 

ソリューションコンサルティング1部長

 

（５）エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

村野 俊之 

(むらの としゆき) 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼ソリューションプロモーション室長

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

 

矢吹 達夫 

(やぶき たつお) 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業部長 

小林 正己 

(こばやし まさみ) 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼プロダクトマーケティング部長 

永渕 和夫 

(ながぶち かずお) 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクトマーケティング部長 
－ 

原 悦緒 

(はら えつお) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 1部長 

エンジニアリングソリューション事業部

CAE ソリューション部長 

冨岡 広 

(とみおか ひろし) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 2部長 
－ 
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氏名 新職 現職 

大里 崇 

(おおさと たかし) 

エンジニアリングソリューション事業部

CAE ソリューション部長 
－ 

橋本 惇一 

(はしもと じゅんいち) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本ソリューション 1部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本ソリューション 1部長 

田渕 靖人 

(たぶち やすと) 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本ソリューション 2部長 

エンジニアリングソリューション事業部

設計ソリューション部長 

神原 憲裕 

(かんばら のりひろ) 

エンジニアリングソリューション事業部

カスタマーソリューション部長 

エンジニアリングソリューション事業部

カスタマーサポート部長 

 

（６）関西支社 

氏名 新職 現職 

桜井 仁司 

(さくらい ひとし) 

関西支社 副支社長 

兼中部支社 副支社長 

兼広島支社 副支社長 

常務執行役員 

西日本支社長 

乙部 文孝 

(おとべ ふみたか) 

関西支社 副支社長 

兼 CS プロジェクト室長 

兼エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼 CS プロジェクト室長 

梅田 貴之 

(うめだ たかゆき) 

関西支社 

西日本営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 3部長 

村上 勝己 

(むらかみ かつみ) 

関西支社 

西日本ソリューション部長 
－ 

 

（７）中部支社 

氏名 新職 現職 

長坂 卓 

(ながさか たく) 

中部支社 副支社長 

兼中部ソリューション部長 

 

ビジネスソリューション事業部 

SI2 部長 

兼西日本支社 支社長補佐 

西村 浩行 

(にしむら ひろゆき) 

中部支社 

中部営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 1部長 

 

（８）広島支社 

氏名 新職 現職 

太田 悟 

(おおた さとる) 

広島支社長 

 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

細越 隆史 

(ほそこし たかし) 

広島支社 

広島営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本営業 2部長 

森 仁志 

(もり ひとし) 

広島支社 

広島ソリューション 1部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本ソリューション 2部長 

久保 勝紀 

(くぼ かつのり) 

広島支社 

広島ソリューション 2部長 

エンジニアリングソリューション事業部

西日本ソリューション 3部長 

 

以上 


