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平成 24 年 2 月 28 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 取締役専務執行役員 上原 伸夫

 （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 24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 

グローバル事業の強化を目的として、「グローバル事業推進本部」を新設する。これに伴いビジネス統

括本部グローバル事業推進センターは廃止する。 

 

（２）本部／事業部／支社内における組織改編 

 

組織階層「ユニット」の設置について 

事業部において、事業部と部署の中間に新たな組織階層として「ユニット」を設ける。「ユニット」は

複数の部署により編成し、管理者として「ユニット長」を置く。これにより、事業部長・ユニット長の

管理範囲を適正化し、さらなる事業の推進を図る。 

 

①管理本部 

a. 経営管理部を「総務部」に改称する。 

 

②技術統括本部 

a. 開発技術センターを「開発技術部」に改称する。 
b. エンジニアリングセンターを「エンジニアリング部」に改称する。 
c. システム推進センターを「システム推進部」に改称する。 
d. 調達推進センターを「調達推進部」に改称する。 

 

③ビジネス統括本部 

a. グローバル事業推進センターの機能を新設する「グローバル事業推進本部」に移管し、同センター

を廃止する。 

b. ビジネスソリューション事業部よりシステムインテグレーション営業部の機能を移管し、事業部横
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断的営業機能を有する「エンタープライズソリューション営業部」を新設する。 

c. VDR 事業推進センターを「E2C 推進部」に改称する（E2C は Extended Enterprise Collaboration の

略）。 

d. クラウド事業推進センターを「クラウドビジネス開発部」に改称する。 

 

④「グローバル事業推進本部」 

a. グローバル事業の企画、および事業部・海外現地法人の事業展開を支援する「グローバル事業推進

部」を新設する。 

 

⑤金融ソリューション事業部 

（Ａ）ユニット 

金融ソリューション事業部において、以下のとおり５ユニットを設置する。 
a. 営業機能を統括する「金融営業ユニット」を新設する。 
b. 主に銀行向けシステム開発機能を統括する「金融クライアントソリューションユニット」を新設す

る。 
c. 主に市場系システム開発機能を統括する「市場系ソリューションユニット」を新設する。 
d. 主に本社におけるソフトウェア製商品開発機能を統括する「金融プロダクトソリューションユニッ

ト」を新設する。 
e. 主に大阪オフィスにおけるソフトウェア製品開発機能を統括する「金融プロダクトソリューション

（大阪）ユニット」を新設する。 
 

（Ｂ）ユニットの編制および部署の新設・改廃等 

ユニットに属する部署、ユニットに属さない直轄部署、および廃止する部署は以下のとおりとする。 

＜金融営業ユニット＞ 

a. 金融営業 1部、金融営業 2部、金融営業 3部、および金融営業 4部（いずれも既設）を置く。 

＜金融クライアントソリューションユニット＞ 

a. 金融クライアントソリューション 1 部、金融クライアントソリューション 2 部、および金融クライ

アントソリューション 3部（いずれも既設）を置く。 

＜市場系ソリューションユニット＞ 

a. 「市場系ソリューション 1部」「市場系ソリューション 2部」および「市場系ソリューション 3部」

を新設する。 

＜金融プロダクトソリューションユニット＞ 

a. 金融プロダクトソリューション 1 部、金融プロダクトソリューション 2 部、および金融プロダクト

ソリューション 3部（いずれも既設）を置く。 

＜金融プロダクトソリューション（大阪）ユニット＞ 

a. 金融プロダクトソリューション 4部（既設）を置く。 

b. 「金融プロダクトソリューション 5部」を新設する。 

＜金融ソリューション事業部直轄＞ 

a. 金融事業管理部（既設）を置く。 
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b. 金融事業戦略部（既設）を置く。 

＜廃止する部署＞ 

a. 金融営業 5部を廃止する。 

b. 金融ビジネスイノベーション部を廃止する。 

 

⑥ビジネスソリューション事業部 

（Ａ）ユニット 

ビジネスソリューション事業部において、以下のとおり３ユニットを設置する。 
a. 営業機能を統括する「BS 営業ユニット」を新設する。 

b. 連結会計、財務会計分野および ERP 導入機能を統括する「ソリューション第 1 ユニット」を新設す

る。 

c. HRM 分野および SI・プロダクト開発機能を統括する「ソリューション第 2ユニット」を新設する。 

 

（Ｂ）ユニットの編制および部署の新設・改廃等 

ユニットに属する部署、ユニットに属さない直轄部署、および廃止する部署は以下のとおりとする。 

＜BS 営業ユニット＞ 

a. ビジネスソリューション営業 1 部、ビジネスソリューション営業 2 部、およびビジネスソリューシ

ョン営業 3部（いずれも既設）を置く。 

＜ソリューション第 1ユニット＞ 

a. ソリューションコンサルティング 1 部、およびソリューションコンサルティング 2 部（いずれも既

設）を置く。 

b. ソリューションコンサルティング 4 部（既設）を「ソリューションコンサルティング 3 部」に改称

し、ソリューション第 1ユニットに置く。 

＜ソリューション第 2ユニット＞ 

a. ソリューションコンサルティング 3 部（既設）を「ソリューションコンサルティング 4 部」に改称

し、ソリューション第 2ユニットに置く。 

b. ソリューション開発部（既設）を置く。 

＜ビジネスソリューション事業部直轄＞ 

a. BS 事業管理部（既設）を置く。 

b. BS 事業推進部（既設）を置く。 

c. ビジネスコンサルティング部（既設）を置く。 

＜廃止する部署＞ 

a. システムインテグレーション営業部を廃止する。 

 

⑦エンジニアリングソリューション事業部 

（Ａ）ユニット 

エンジニアリングソリューション事業部において、以下のとおり３ユニットを設置する。 

a. PLM ソリューション分野の営業・開発機能を統括する「SI ユニット」を新設する。 

b. プロダクト営業・開発機能、保守機能、新規事業開発を統括する「プロダクト推進ユニット」を新
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設する。 

c. 構想設計領域におけるソリューション開発および営業・マーケティング機能を統括する「MBD ユニ

ット」を新設する（MBD は Model Based Design の略）。 

 

（Ｂ）ユニットの編制および部署の新設・改廃等 

ユニットに属する部署、ユニットに属さない直轄部署、および廃止する部署は以下のとおりとする。 

＜SI ユニット＞ 

a. クライアントソリューション 1部（既設）を置く。 

b. 「クライアントソリューション 2部」を新設する。 

c. 「プロジェクト管理部」を新設する。 

d. クライアントソリューション技術部（既設）を「クライアントソリューション技術 1部」に改称し、

SI ユニットに置く。 

e. 東日本ソリューション部（既設）を「クライアントソリューション技術 2部」に改称し、SI ユニッ

トに置く。 

＜プロダクト推進ユニット＞ 

a. 「プロダクト営業部」を新設する。 

b. ソリューション推進部（既設）を置く。 

c. カスタマーソリューション部（既設）を置く。 

d. CAE ソリューション部（既設）を置く。 

e. MR 事業準備室（既設）を「MR 事業推進室」に改称し、プロダクト推進ユニットに置く。 

＜MBD ユニット＞ 

a. 「MBD 開発部」を新設する。 

b. 「MBD 推進部」を新設する。 

＜エンジニアリングソリューション事業部直轄＞ 

a. ES 事業管理部（既設）を置く。 

b. 「グローバルソリューション推進室」を新設する。 

c. 「戦略マーケティング部」を新設する。 

＜廃止する部署＞ 

a. 東日本営業 1部を廃止する。 

b. 東日本営業 2部を廃止する。 

c. ソリューションプロモーション室を廃止する。 

d. EI マーケティング部を廃止する。 

e. EI 開発部を廃止する。 

 

⑧コミュニケーション IT 事業部 

（Ａ）ユニット 

コミュニケーション IT 事業部において、以下のとおり２ユニットを設置する。 

a. 主に電通グループ基幹システムの開発機能を統括する「システム開発ユニット」を新設する。 

b. 主にマーケティングソリューションおよび新規ビジネスの開発機能を統括する「ビジネス開発ユニ
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ット」を新設する。 

 

 

（Ｂ）ユニットの編制および部署の新設・改廃等 

ユニットに属する部署、ユニットに属さない直轄部署、および廃止する部署は以下のとおりとする。 

＜システム開発ユニット＞ 

a. システム開発 1部およびシステム開発 2部（いずれも既設）を置く。 

b. 開発推進部（既設）を「システム開発 3部」に改称し、システム開発ユニットに置く。 

＜ビジネス開発ユニット＞ 

a. プラットフォーム開発部およびデジタルビジネスソリューション部（いずれも既設）を置く。 

b. ビジネス開発部（既設）を「イノベーション開発部」に改称し、ビジネス開発ユニットに置く。 

＜コミュニケーション IT 事業部直轄＞ 

a. CIT 事業管理部（既設）を置く。 

b. コミュニケーション IT 営業部（既設）を「CIT 営業部」に改称し、事業部直轄に置く。 

 

 

２． 管理職人事 

平成 24 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 24年 2月 28日付当社発表資料「取締役の担当変更および執行役員人事について」をご参照ください。 

 

（１）管理本部 

氏名 新職 現職 

三上 嗣夫 

（みかみ つぐお） 

管理本部 

本部長補佐 

執行役員 

管理本部長 

岡田 清 

（おかだ きよし） 

管理本部 

総務部長 

管理本部 

副本部長 

兼経営管理部長 

酒井 次郎 

(さかい じろう) 

管理本部 

経理部長 

管理本部 

副本部長 

兼経理部長 

 

（２）技術統括本部 

氏名 新職 現職 

松中 昭二郎 

（まつなか しょうじろう） 

技術統括本部 

開発技術部長 

技術統括本部 

開発技術センター部長 

松本 孝則 

（まつもと たかのり） 

技術統括本部 

エンジニアリング部長 

技術統括本部 

エンジニアリングセンター部長 

中村 雅士 

(なかむら まさし) 

技術統括本部 

システム推進部長 
－ 

阿礼 朗 

(あれい あきら) 

技術統括本部 

調達推進部長 

技術統括本部 

調達推進センター部長 

 

（３）ビジネス統括本部 
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氏名 新職 現職 

大嶋 洋樹 

(おおしま ひろき) 

ビジネス統括本部 

エンタープライズソリューション営業部長

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業部長 

岩崎 義彦 

(いわさき よしひこ) 

ビジネス統括本部 

クラウドビジネス開発部長 
－ 

 

（４）金融ソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

石若 仁 

(いしわか じん) 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼金融プロダクトソリューションユニット長

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

達家 浩一 
(たつや こういち) 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット長 

金融ソリューション事業部 

副事業部長 

兼金融営業 1部長 

森 淳郎 

(もり じゅんろう) 

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ユニット長

兼金融クライアントソリューション1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1部長

小林 靖佳 
(こばやし やすよし) 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット長 

兼市場系ソリューション 1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2部長

中川 雅昭 

(なかがわ まさあき) 

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(大阪)ユニット長 

兼金融プロダクトソリューション4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 

金融営業ユニット 

金融営業 1部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 5部長 

平島 剛 

(ひらしま つよし) 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット 

金融営業 2部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 2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 

金融営業ユニット 

金融営業 3部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 3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 

金融営業ユニット 

金融営業 4部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業 4部長 

西尾 正尚 

(にしお まさなお) 

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ユニット

金融クライアントソリューション2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ユニット

金融クライアントソリューション3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

小原 武史 

(おはら たけし) 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 2部長 

－ 

西田 圭吾 

(にしだ けいご) 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 3部長 

－ 
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氏名 新職 現職 

五十嵐 欣次 

(いがらし きんじ) 

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ユニット

金融プロダクトソリューション1部長

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1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 

金融プロダクトソリューションユニット

金融プロダクトソリューション2部長

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 

佐藤 秀樹 

(さとう ひでき) 

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ユニット

金融プロダクトソリューション3部長

－ 

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(大阪)ユニット

金融プロダクトソリューション5部長

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

 

（５）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 

事業部長補佐 

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 事業推進部長 

林 晃司 

(はやし こうじ) 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

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 

BS 営業ユニット長 

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 

兼ビジネスソリューション営業3部長

佐山 日出人 

(さやま ひでと) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 1ユニット長 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

山川 裕 

(やまかわ ゆたか) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 2ユニット長 

兼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 

副事業部長 

兼ソリューションコンサルティング3部長

鵜飼 由人 

(うかい よしひと) 

ビジネスソリューション事業部 

BS 営業ユニット 

ビジネスソリューション営業 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業 1部長 

飯島 義崇 

(いいじま よしたか) 

ビジネスソリューション事業部 

BS 営業ユニット 

ビジネスソリューション営業 2部長 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネスソリューション営業 2部長 

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 

ソリューション第 1ユニット 

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1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 

ソリューション第 1ユニット 

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 

ソリューションコンサルティング2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 

ソリューション第 1ユニット 

ソリューションコンサルティング3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4部長 

田邉 達也 

(たなべ たつや) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 2ユニット 

ソリューション開発部長 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション開発部長 

 

（６）エンジニアリングソリューション事業部 
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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

事業部長補佐 

兼グローバルソリューション推進室長

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼ソリューションプロモーション室長

田山 紀雄 

(たやま のりお) 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

兼プロダクト推進ユニット 

MR 事業推進室長 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

兼 MR 事業準備室長 

岩本 浩久 

(いわもと ひろひさ) 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

兼クライアントソリューション1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

プロダクト推進ユニット長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

荒木 克文 

(あらき かつふみ) 

エンジニアリングソリューション事業部

MBD ユニット長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

首藤 哲也 

(しゅとう てつや) 

エンジニアリングソリューション事業部

戦略マーケティング部長 

エンジニアリングソリューション事業部

EI マーケティング部長 

前島 英人 

(まえじま えいと) 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

クライアントソリューション 1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

SI ユニット 

クライアントソリューション 2部長 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 2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

SI ユニット 

プロジェクト管理部長 

エンジニアリングソリューション事業部

ソリューション推進部長 

川口 宏 
(かわぐち ひろし) 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

クライアントソリューション技術1部長

エンジニアリングソリューション事業部

クライアントソリューション技術部長 

橋本 淳一 
(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

SI ユニット 

クライアントソリューション技術2部長

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部長 

田中 創 

(たなか はじめ) 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

PLM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

PLMソリューション1部長 

二部 晃 

(にべ あきら) 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

PLM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

PLMソリューション2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

プロダクト推進ユニット 

プロダクト営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

東日本営業 1部長 

松尾 博基 

(まつお ひろき) 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット 

ソリューション推進部長 

－ 

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

プロダクト推進ユニット 

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

カスタマーソリューション部長 

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

プロダクト推進ユニット 

CAE 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

CAE ソリューション部長 
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氏名 新職 現職 

金上 裕輔 

(かながみ ゆうすけ) 

エンジニアリングソリューション事業部

MBD ユニット 

MBD 開発部長 

エンジニアリングソリューション事業部

EI 開発部長 

岩田 智行 

(いわた ともゆき) 

エンジニアリングソリューション事業部

MBD ユニット 

MBD 推進部長 

－ 

 

（７）コミュニケーション IT 事業部 

氏名 新職 現職 

渡部 博人 

(わたなべ ひろと) 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

コミュニケーション IT 事業部 

副事業部長 

矢吹 達夫 

(やぶき たつお) 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

兼 CIT 営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

山坂 勝己 

(やまさか かつみ) 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発ユニット長 

兼システム開発 3部長 

コミュニケーション IT 事業部 

副事業部長 

兼開発推進部長 

岩澤 聡 

(いわさわ さとる) 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発ユニット 

システム開発 1部長 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発 1部長 

井上 智隆 

(いのうえ ともたか) 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発ユニット 

システム開発 2部長 

コミュニケーション IT 事業部 

システム開発 2部長 

中村 優一 

(なかむら ゆういち) 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発ユニット 

プラットフォーム開発部長 

コミュニケーション IT 事業部 

プラットフォーム開発部長 

寺田 徹央 

(てらだ てつお) 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発ユニット 

デジタルビジネスソリューション部長 

コミュニケーション IT 事業部 

デジタルビジネスソリューション部長 

荻原 克行 

(おぎわら かつゆき) 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発ユニット 

イノベーション開発部長 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発部長 

 

（８）関西支社 

氏名 新職 現職 

梅田 貴之 

(うめだ たかゆき) 

関西支社 

副支社長 

兼西日本営業部長 

関西支社 

西日本営業部長 

 

以上 


