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機構改革及び人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、2022年４月１日付の機構改革及び人事異動を決定いたしましたので、下記のとおり

お知らせします。 

記 

１．機構改革 

 

当社は、以下のとおり組織の再編を行います。 

 

 ①国・地域や業界を跨ぎ、グローバルにデータをつなぐデータエンジニアリングサービスの更

なる強化を目指し、ＤＩ（データインテグレーション）ビジネス統括を新設し、その配下に

データプラットフォームビジネスユニット※１、ＨＵＬＦＴビジネスユニット、グローバル

ビジネスユニット※２を置く。 

  ※１リンケージビジネスユニットは、データ連携領域を中心としたプラットフォームビジ

ネスに拡大させるべく、データプラットフォームビジネスユニットへ改称する。 

  ※２ＨＵＬＦＴビジネスユニットからグローバルビジネスユニットを独立する。 

 ②重要顧客へのＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）提案を強化すべく、コアビジネス

統括を新設し、その配下に流通ＩＴサービスビジネスユニット、フィナンシャルＩＴサービ

スビジネスユニットを置く。 

 ③製品・サービス開発力の強化を目的に、お客様の声を迅速かつ持続的に反映させるべく、製

品・サービス開発機能とカスタマーサクセス機能を統括するＤｅｖＯｐｓ統括を新設し、そ

の配下にプロダクトデベロップメントセンター※３、テクノベーションセンター、カスタマ

ーサクセスセンター※４を置く。 

  ※３テクノベーションセンターからプロダクトデベロップメントセンターを独立する。 

  ※４カスタマーサービスセンターは、お客様の声を製品・サービスに反映し、リカーリング

ビジネス拡大に向けたカスタマーサクセスへの移行に伴い、カスタマーサクセスセンタ

ーへ改称する。 

 ④ＤＩビジネスとコアビジネスのシナジーの更なる発揮を目的に、全社横断的に事業企画及

びマーケティング活動を担うビジネスプランニングセンターを新設し、その配下に事業企画

部、マーケティング部を置く。 



 

 

 

２．主要人事 

 

（１）執行役員人事及び担当の異動（2022年４月１日付異動） 

新  職 氏  名 現  職 

上席執行役員 

ＤＩビジネス統括 

兼 データプラットフォームビジネ

スユニット長 

石田 誠司 上席執行役員 

戦略ビジネス推進統括 

上席執行役員 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

水谷 岳彦 上席執行役員 

テクノベーションセンター長 

上席執行役員 

コーポレートデベロップメントセン

ター長 

兼 経営企画室長 

小野塚 洋 上席執行役員 

コーポレートデベロップメントセン

ター長 

執行役員 

ＤＩビジネス統括 

グローバルビジネスユニット長 

綿貫 隆志 執行役員 

ＨＵＬＦＴビジネスユニット長 

執行役員 

コアビジネス統括 

花香 勝 執行役員 

リンケージビジネスユニット長 

執行役員 

コアビジネス副統括 

朽木 実 執行役員 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット長 

執行役員 

コアビジネス統括 

流通ＩＴサービスビジネスユニット

長 

菊地 博 執行役員 

流通ＩＴサービスビジネスユニット

長 

執行役員 

ＤｅｖＯｐｓ副統括 

兼 ＮＨ２０２４プロジェクト担当 

有馬 三郎 執行役員 

テクノベーションセンター 

サービス開発部長 

兼 ＮＨ２０２４プロジェクト担当 

執行役員 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

カスタマーサクセスセンター長 

兼 カスタマーサクセス部長 

吉原 淳 執行役員 

カスタマーサービスセンター長 

執行役員 

ビジネスプランニングセンター 

事業企画部長 

広川 守 執行役員 

ビジネスイノベーションセンター長 



 

執行役員 

コーポレートデベロップメントセン

ター 副センター長 

兼 ＨＲ戦略部長 

小山 和也 執行役員 

ＨＲ戦略部長 

 

 

（２）新任執行役員人事（2022年４月１日付異動） 

新  職 氏  名 現  職 

執行役員 

ＤＩビジネス統括 

ＨＵＬＦＴビジネスユニット長 

光永 剛 ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

副ビジネスユニット長 

兼 パートナービジネス開発部長 

執行役員 

ビジネスプランニングセンター長 

籏持 正彌 コーポレートデベロップメントセン

ター 

経営企画室長 

 

 

（３）ビジネスユニット長・センター長人事（2022年４月１日付異動） 

新  職 氏  名 現  職 

コアビジネス統括 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

ユニット長 

土方 大志 フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット 

システム開発二部長 

ＤＩビジネス統括 

ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

副ビジネスユニット長 

兼 エンタープライズビジネス開発

部長 

田中 靖昭 ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

エンタープライズビジネス開発部長 

ＤＩビジネス統括 

データプラットフォームビジネスユ

ニット 

副ビジネスユニット長 

吉村 豊和 リンケージビジネスユニット 

データエンジニアリング部長 

コアビジネス統括 

流通ＩＴサービスビジネスユニット 

副ビジネスユニット長 

兼 リテイルＩＴサービス部長 

東田 留美 流通ＩＴサービスビジネスユニット

長 

エンタープライズサービス一部次長 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

カスタマーサクセスセンター 

副センター長 

原田 翔太 カスタマーサービスセンター 

サービス運用開発部 

サービス運用開発第一チーム長 

 

 



 

 

（４）部長人事（2022年４月１日付異動） 

新  職 氏  名 現  職 

ＤＩビジネス統括 

ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

パートナービジネス開発部長 

三橋 直人 ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

パートナービジネス開発部次長 

ＤＩビジネス統括 

ＨＵＬＦＴビジネスユニット 

西日本事業所長 

藤田 篤 西日本事業所長 

ＤＩビジネス統括 

データプラットフォームビジネスユ

ニット 

ビジネス開発部長 

池田 陽介 リンケージビジネスユニット 

ビジネス開発部 

リンケージコンサルタント第ニチー

ム 

ＤＩビジネス統括 

データプラットフォームビジネスユ

ニット 

データエンジニアリング部長 

松ヶ谷 圭佑 リンケージビジネスユニット 

データエンジニアリング部次長 

ＤＩビジネス統括 

データプラットフォームビジネスユ

ニット 

リンケージクラウド部長 

北田 博之  リンケージビジネスユニット 

リンケージクラウド部長 

コアビジネス統括 

流通ＩＴサービスビジネスユニット 

エンタープライズサービス部長 

尾﨑 宏和 流通ＩＴサービスビジネスユニット 

エンタープライズサービス二部長 

コアビジネス統括 

流通ＩＴサービスビジネスユニット 

ＡＮＡビジネス推進部長 

佐藤 津絵 流通ＩＴサービスビジネスユニット 

ＡＮＡビジネス推進室 

コアビジネス統括 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

ユニット 

業務ソリューション部長 

姫野 輔 フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット 

業務ソリューション部長 

コアビジネス統括 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

ユニット 

基盤ソリューション部長  

福澤 範幸 フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット 

基盤ソリューション部長  

コアビジネス統括 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

ユニット 

システム開発一部長  

渋谷 大輔 フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット 

システム開発一部次長 



 

コアビジネス統括 

フィナンシャルＩＴサービスビジネ

ユニット 

システム開発二部長  

村上 誠一 フィナンシャルＩＴサービスビジネ

スユニット 

新規ビジネス開発 特命部長 

兼 システム開発一部長 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

プロダクトデベロップメントセンタ

ー長 

宇佐美 佑 テクノベーションセンター 

製品開発部 

HULFT Dev Teamチーム長 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

テクノベーションセンター長 

坂田 洋光 テクノベーションセンター 

製品開発部長 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

カスタマーサクセスセンター 

ＩＴプラットフォーム部長 

小久江 宙史 カスタマーサービスセンター 

データプラットフォーム部長 

ＤｅｖＯｐｓ統括 

カスタマーサクセスセンター 

カスタマーサービス部長 

田邉 博英 カスタマーサービスセンター 

カスタマーサービス部長 

ビジネスプランニングセンター 

マーケティング部長 

野間 英徳 マーケティング部長 

コーポレートデベロップメントセン 

ター 

 ビジネスサポート部長 

上條 功郎 コーポレートデベロップメントセン 

ター 

ビジネスサポート部長 

兼 ビジネスパートナー推進チーム

長 

コーポレートデベロップメントセン 

ター 

ＩＴサポート部長 

山西 雅之 コーポレートデベロップメントセン 

ター 

ＱＭ推進室 

 

以 上 


