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人事異動および組織変更に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり人事異動および組織変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．取締役人事（発令日：2021 年４月１日付） 

氏 名 新役職 現役職 

北野 裕行 

代表取締役 

社長執行役員 

コーポレートスタッフ部門担当 

代表取締役 

社長執行役員 

内部監査室担当 

新藤 匡浩 

取締役 

常務執行役員 

プロダクトサービス事業本部長 

兼 サービスプラットフォーム推進部長 

取締役 

常務執行役員 

クラウドビジネス本部長 

藤原 達哉 

取締役 

常務執行役員 

クラウドサービス事業本部長 

(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） 

取締役 

執行役員 

クラウドビジネス本部副本部長 

兼 DX サービスインテグレーション部長 

(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） 

渡辺 浩之 

取締役 

社長特命担当 

取締役 

常務執行役員 

エンタープライズビジネス本部長 

※ ㈱ビーエスピーソリューションズは当社の子会社です。  

 

２．執行役員人事（発令日：2021 年４月１日付） 

氏 名 新役職 現役職 

野村 剛一 

執行役員 

プロダクトサービス事業本部副本部長 

兼 メインフレーム部長 

執行役員 

エンタープライズビジネス本部副本部長  

兼 ビジネスオートメーション部長 

兼 次世代基盤開発部長 

 



 

氏 名 新役職 現役職 

金子 紀子 

執行役員 

セールスユニット ゼネラルマネージャー 

兼 クラウドサービス事業本部副本部長 

執行役員 

営業本部長 兼 パートナービジネス部長 

兼 マーケティング部長  

兼 サービスプロバイダー推進室長 

高野 元 

執行役員 

クラウドサービス事業本部 ソーシャルイ

ノベーション部長 

(株式会社ユニ・トランド 代表取締役社長) 

執行役員 

クラウドビジネス本部  

ソサエティーデータサイエンス部長 

(株式会社ユニ・トランド 代表取締役社長) 

加藤 亮 

執行役員 

経営企画部長 兼 広報 IR 室長 

兼 情報システム部担当 

執行役員 

経営企画部長 兼 広報 IR 室長 

吉田 一也 

執行役員 

クラウドサービス事業本部副本部長 

兼 IT イノベーション開発センター長 

（株式会社アスペックス 代表取締役社長） 

（株式会社アスペックス 代表取締役社長） 

※ ㈱ユニ・トランド、㈱アスペックスは当社の子会社です。 

 

３．退任執行役員  戌亥 稔（発令日：2021 年３月 20 日付） 

 

          小池 拓（発令日：2021 年３月 31 日付） 
※㈱ユニリタエスアール 代表取締役社長に就任予定（2021 年４月１日付） 

 

４．部長・室長人事（発令日：2021 年４月１日付） 

氏 名 新役職 現役職 

清水 義仁 

セールスユニット ゼネラルマネージャー

補佐 兼 セールスプランニングディビジ

ョンマネージャー 

営業本部 ソリューションサービス推進室

長 

滝沢 友弘 
セールスユニット アカウントセールスデ

ィビジョンマネージャー 

営業本部 営業部長 

若松 雅紀 
セールスユニット パートナーセールスデ

ィビジョンマネージャー 

営業本部 パートナービジネス部 部長代理 

伊藤 聖一郎 
セールスユニット マーケティングディビ

ジョンマネージャー 

営業本部 マーケティング部 部長代理 

国本 晶 
クラウドサービス事業本部 IT イノベーシ

ョン部長 

エンタープライズビジネス本部 データイ

ンテグレーション部長 

真木 卓爾 
クラウドサービス事業本部 IT マネジメン

トイノベーション部長 

クラウドビジネス本部 ビジネスフォース

部長 



 

氏 名 新役職 現役職 

冨樫 勝彦 
クラウドサービス事業本部 ビジネスイノ

ベーション部長 

クラウドビジネス本部 BPM 部長 

村田 雅信 
クラウドサービス事業本部 DX アクセラレ

ーション部長 

クラウドビジネス本部 DX サービスインテ

グレーション部部長代理 

金子 隆一郎 
プロダクトサービス事業本部 エンタープ

ライズレポーティング部長 

エンタープライズビジネス本部 エンター

プライズレポーティング部長 

小林 春亮 
プロダクトサービス事業本部 ビジネスオ

ートメーション部長 

エンタープライズビジネス本部 ビジネス

オートメーション部長代理 

深町 明子 
プロダクトサービス事業本部 カスタマー

サポートセンター長 

エンタープライズビジネス本部 カスタマ

ーサポートグループ グループリーダー 

尾田 誠一 情報システム部長 兼 品質保証室長 品質保証室長 

滝口 賢勝 グループ業務本部 副本部長 兼 法務部長 グループ業務本部 法務部長 

安田 力樹 グループ業務本部 人事総務部長 （株式会社データ総研 総務部長） 

※ ㈱データ総研は当社の子会社です。 

 

５．2021 年度機構改革（実施日：2021 年４月１日付） 

（１）主  旨 

・2021 年度の経営計画のテーマは、「事業のサービスシフトによる事業構造の変革」。その実現に向け、

「プロダクトサービス」「クラウドサービス」「プロフェッショナルサービス」の各サービス事業を環境

変化に俊敏に適応させ、推進するための組織編成とする。 

 

（２）組織変更の概要 

セールスユニット  

 ① 顧客視点、製販一体運営による営業推進力強化と、ライン組織を横断する機能別（直接営業、パー

トナー営業、マーケティング）組織運営による情報流通、マーケットや顧客ニーズへの機動性ある

対応を推進する。 

 

プロダクトサービス事業本部  

 ① メインフレーム、自動化、帳票などの製品群の強化とアップセル、および漸進的イノベーションを

推進する。 

 ② ユニリタクラウドサービスの事業を傘下に置き、自社製品群のクラウドサービス化や顧客システ

ムのクラウド移行を支援する。 

 ③ 新製品・サービスの企画にあたっては、事業本部横断型のクロスファンクショナル組織を設置し、

推進する。 

 

クラウドサービス事業本部  

 ① 当社のクラウドサービスを４つのカテゴリー（情報活用、IT 管理、事業推進、ソーシャル）に分

け、マーケットや顧客ニーズ、技術変革に俊敏に対応し、勢いある事業成長を推進する。 

 ② クラウドサービス事業の成長スピードを上げるため、開発リソースの集約やプラットフォームの

統一などにより効率化を図る。 

 

以 上 


