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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）

 

代表取締役の異動および役員人事について 

 

当社は、平成 23 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動ならび

に役員人事を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 代表取締役の異動 

（１） 異動の内容 

 

現 職 氏 名 新 職 

代表取締役 

高経営責任者 

水野 紘一 

（みずの こういち） 
取締役 

 

（２） 異動の理由 

当社は、平成 22 年 4 月以降代表者 2 名体制により経営と業務執行の強化を図り、業績の

回復とさらなる成長に向け様々な経営施策に取り組んでまいりました。また、平成 26 年 3

月期を 終年度とする新たな中期経営計画「ISID Open Innovation 2013」を策定し、一

部の施策は前倒しで着手するなど、初年度となる平成 24 年 3 月期に向け準備を進めてお

ります。かかる状況のもと、本年 4月より中期経営計画は本格的な実行段階に移行し、準

備段階を終えることから、代表者の体制を変更することといたしました。 

なお、本異動により、当社の代表取締役は、釜井節生 1名となります。 

 

（３） 異動予定日 

平成 23 年 3 月 31 日 
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２．取締役の担当変更および執行役員人事について 

平成23年 4月 1日付取締役の担当、執行役員および執行業務を以下のとおりといたします。なお、

組織機構改革については、平成 23 年 2 月 25 日付当社発表資料「組織機構改革および人事異動に

ついて」をご参照ください。 

 

【 】内は執行役員役位、執行役員の任期は平成 23 年 4 月 1日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

氏名 新職 現職 

釜井 節生 

(かまい せつお) 

代表取締役社長 

【 高経営責任者  （新任）

兼 高執行責任者】 （再任）

代表取締役社長 

【 高執行責任者】 

 

福山 章弘 

(ふくやま あきひろ) 

取締役 

【副社長執行役員】 （再任）

営業統括 

ビジネス統括本部、 

関西支社、中部支社、広島支社担当

 

取締役 

【副社長執行役員】 

チーフ・カスタマー・オフィサー（CCO）

営業統括 

ｶｽﾀﾏｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（CRD）

ビジネスイノベーション本部担当 

 

市川 建志 

(いちかわ けんじ) 

取締役 

【専務執行役員】 （再任）

エンタープライズソリューションセグメント統括

エンタープライズソリューション・ビジネス系セ

グメント長 

取締役 

【専務執行役員】 

ｶｽﾀﾏｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（CRD）

エンタープライズソリューションセグメント統括

エンタープライズソリューション・ビジネス系セ

グメント長 

上原 伸夫 

(うえはら のぶお) 

取締役 

【専務執行役員】 （再任）

管理統括 

経営企画室、統合リスク管理室担当

(株式会社ISIDアシスト代表取締役社長) 

取締役 

【専務執行役員】 

ﾁｰﾌ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾃｨﾌﾞ･ｵﾌｨｻｰ（CAO） 

管理統括 

経営企画室、西日本支社担当 

(株式会社ISIDアシスト代表取締役社長) 

笠 健児 

(りゅう けんじ) 

取締役 

【常務執行役員】 （再任）

チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）

オープンイノベーション研究所、 

特命事項担当 

取締役 

【常務執行役員】 

チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）

特命事項担当 

梅沢 幸之助 

(うめざわ こうのすけ) 

取締役 

【常務執行役員】 （再任）

開発・技術統括 

グループ会社統括 

管理本部、技術統括本部担当 

取締役 

【常務執行役員】 

グループ会社統括 

コーポレートコミュニケーション室、

統合リスク管理室、管理本部担当 

吉本 敦 

(よしもと あつし) 

取締役 

【常務執行役員】 （再任）

エンタープライズソリューション・エンジニアリ

ング系セグメント長 

エンジニアリングソリューション事業部長 

(株式会社アイティアイディコンサル

ティング代表取締役社長) 

取締役 

【常務執行役員】 

エンタープライズソリューション・エンジニアリ

ング系セグメント長 

エンジニアリングソリューション事業部長 
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氏名 新職 現職 

小林 明 

(こばやし あきら) 

取締役 

【常務執行役員】 （再任）

金融ソリューションセグメント長 

取締役 

【常務執行役員】 

金融ソリューションセグメント長 

堀沢 紳 

(ほりさわ しん) 

取締役 

【常務執行役員】 （再任）

営業統括補佐 

コミュニケーションITセグメント長

取締役 

【常務執行役員】 

営業統括補佐 

ｶｽﾀﾏｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（CRD）

コミュニケーションITセグメント長

水野 紘一 

（みずの こういち） 

取締役 代表取締役 

【 高経営責任者】 

岩田 晴夫 

(いわた はるお) 

取締役（非常勤） 

(株式会社 ISID ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

代表取締役) 

取締役 

【専務執行役員】 

チーフ・リソーセズ・オフィサー(CRO)

開発・技術統括 

ｶｽﾀﾏｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ(CRD) 

技術統括本部担当 

(株式会社 ISID ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

代表取締役) 

小谷 繁弘 

(こたに しげひろ) 

【常務執行役員】 （再任）

ビジネスソリューション事業部長 

 

【常務執行役員】 

ビジネスソリューション事業部長 

定形 哲 

(さだかた さとし) 

【執行役員】 （再任）

統合リスク管理室長 

 

【執行役員】 

統合リスク管理室長 

 

菅沼 重行 

(すがぬま しげゆき) 

【執行役員】 （再任）

金融ソリューション事業部長 

 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

兼金融ソリューション推進部長 

渡邊 信彦 

(わたなべ のぶひこ) 

【執行役員】 （再任）

オープンイノベーション研究所長 

 

【執行役員】 

経営企画室長 

三上 嗣夫 

(みかみ つぐお) 

【執行役員】 （再任）

管理本部長 

 

【執行役員】 

管理本部長 

 

齋藤 実 

(さいとう みのる) 

【執行役員】 （再任）

コミュニケーション IT 事業部長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部長 

 

海野 慎一 

(うみの しんいち) 

【執行役員】 （再任）

ビジネス統括本部長 

兼グローバル事業推進センター部長 

【執行役員】 

ビジネスイノベーション本部長 

兼グローバル事業推進センター部長 

兼営業統括室長 

阿部 公継 

(あべ きみつぐ) 

【執行役員】 （再任）

技術統括本部長 

 

【執行役員】 

技術統括本部長 

丸山 裕幸 

(まるやま ひろゆき) 

【執行役員】 （再任）

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 

【執行役員】 

エンジニアリングソリューション事業部

副事業部長 
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氏名 新職 現職 

大金 慎一 

(おおがね しんいち) 

【執行役員】 （再任）

コミュニケーション IT 事業部 

副事業部長 

兼クラウドインテグレーション室長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部 

副事業部長 

兼クラウドインテグレーション室長 

名和 亮一 

(なわ りょういち) 

【執行役員】 （新任）

関西支社長 

兼中部支社長 

 

ビジネスソリューション事業部 

副事業部長 

兼中部営業部長 
１． 水野紘一は、平成 23 年 3 月 31 日付で当社代表取締役を退任するとともに、任期満了により執行

役員を退任予定。 
２． 岩田晴夫は、平成 23 年 3月 31 日付で任期満了により執行役員を退任予定。 
３． 当社取締役（非常勤）志村薫については変更ありません。 
４． 桜井仁司は、平成 23 年 3 月 31 日付で任期満了により執行役員を退任し、4 月 1 日付で関西支社

副支社長兼中部支社副支社長兼広島支社副支社長に就任予定。 
５． 取締役の担当業務の役割は、以下のとおり。  
①営業統括 
グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける顧客とのリレーションの維持・拡大等、
営業活動全般を統括する。  

②エンタープライズソリューションセグメント統括 
各種基幹システムに関わるソリューションを提供するエンタープライズソリューションセグメン
ト（エンジニアリング系およびビジネス系の 2系統）を統括する。 

③管理統括  
グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括する。  

④開発・技術統括   
グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける技術部門の要員等の技術リソースにつ
いて、その 適化を統括する。  

⑤グループ会社統括 
グループ全体 適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に関する事項を統括する。 

⑥チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO： Chief Technology Officer）  
顧客・競合他社・サプライヤ・新規参入者・代替品を含む市場動向、標準化動向、行政の規制など
の要素を考慮に入れて技術動向を予測し、グループ全体 適の観点からの技術戦略立案、および研
究開発・顧客対応・サプライヤ対応等を通じた技術戦略推進を指揮する。  

 

以上 

 

 


