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組織変更および人事異動のお知らせ 

  

株式会社ビーエスピーは、組織変更および人事異動を決定しましたので、お知らせいたし

ます。 

 

1. 組織変更（平成 26 年４月１日付） 

 平成 25年 10月に本格始動したITシステムの運用代行サービスである「運用BPOサービス」

の好調な立ち上がりを受け、同事業の展開強化に向けて、「プレミアムカスタマ部」のなかに

位置付けていた「運用 BPO グループ」を「運用 BPO 部」として独立させます。 

 ※組織図は添付をご参照ください。 

 

2. 人事異動（平成 26 年４月１日付） 

（1）取締役人事 

 新役職 氏名 旧役職 

代表取締役 社長執行役員 海外業務管掌、

内部監査室管掌、次期技術開発管掌、 

プレミアムカスタマ部担当 

竹藤 浩樹 

代表取締役 社長執行役員 海外業務管掌、

内部監査室管掌、プレミアムカスタマ部 

担当 

取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメ

ーション テクノロジー取締役 専務執行役

員 ITP 本部、中部西日本統括本部管掌 

増田 栄治 

取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 営

業本部長 兼 株式会社ビーコン インフォ

メーション テクノロジー取締役 

取締役 常務執行役員 支援本部管掌、広報

IR 室管掌、支援本部担当 兼 支援部長 兼

経理部長 兼 株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズ 代表取締役社長 

秋山 幸廣 

取締役 常務執行役員 支援本部管掌、広報

IR 室管掌、支援本部担当 兼 支援部長 兼 

経理部長 

 

（2）執行役員人事 

 新役職 氏名 旧役職 

執行役員 帳票システム部担当 兼 次期技

術開発担当 
東 賢一 

執行役員 帳票システム部担当 兼 品質保

証室長 兼 次期技術開発担当 



   
 

株式会社ビーコン インフォメーション テ

クノロジー 執行役員 カスタマーサービス

本部担当 兼 備実必(上海)軟件科技有限公

司(略称：BSP 上海)総経理 

沼田 貴寿 
執行役員 海外業務担当 兼 備実必(上海)

軟件科技有限公司(略称：BSP 上海)総経理 

執行役員 運用オートメーション部長 兼 

品質保証室長 
結城  淳 執行役員 運用オートメーション部長 

執行役員 プレミアムカスタマ部長 兼 

運用 BPO 部長 兼 海外業務担当 
小池 拓 執行役員 プレミアムカスタマ部長  

執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 

兼 西日本統括部長 
北野 裕行 

執行役員 営業本部 副本部長 兼 

東日本営業部長 兼 株式会社ビーエスピ

ーソリューションズ代表取締役社長 

執行役員 Be.Cloud 事業担当 兼 コーポレ

ート企画室特命担当 兼 株式会社ビーコン 

インフォメーション テクノロジー取締役 

戌亥 稔 
株式会社ビーコン インフォメーション  

テクノロジー取締役 執行役員 

 

3. 人事異動（平成 26 年６月下旬予定） 

平成 26 年６月下旬開催予定の当社およびグループ会社各社の定時株主総会の承認を経て、

以下の通り人事異動を予定しております。 

なお、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーは当社の子会社、株式会社ア

スペックスおよび株式会社ビーティス、株式会社データ総研は、それぞれ当社の孫会社とな

ります。 

 

（1）取締役人事 

 新役職 氏名 現役職（平成 26 年 4月 1日以降の役職）

代表取締役 社長執行役員 海外業務管掌 、

内部監査室管掌、次期技術開発管掌、 

プレミアムカスタマ部担当  兼  株式会社 

ビーコン インフォメーション テクノロジ

ー取締役 

竹藤 浩樹 

代表取締役 社長執行役員 海外業務管掌 、

内部監査室管掌、次期技術開発管掌、 

プレミアムカスタマ部担当 

取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメ

ーション テクノロジー取締役 専務執行役

員 ITP 本部、中部西日本統括本部管掌 兼

株式会社ビーティス取締役  兼  株式会社

データ総研取締役 

増田 栄治 

取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメ

ーション テクノロジー取締役 専務執行役

員 ITP 本部、中部西日本統括本部管掌 

取締役 専務執行役員 プロダクト事業本部

管掌、プロダクト事業本部 IT サービスマネ

ジメント部担当、コーポレート企画室長 兼

株式会社アスペックス取締役 

古川 章浩 

取締役 専務執行役員 プロダクト事業本部

管掌、プロダクト事業本部 IT サービスマネ

ジメント部担当、コーポレート企画室長 

取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営

業部長 兼 西日本統括部長 
北野 裕行 

執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 

兼 西日本統括部長 
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