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2021年 2月 1日 

株式会社インテック 

                                            

人事異動および機構改革のお知らせ 

 

人事異動および機構改革について、以下のとおりお知らせします。 
 
株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：北岡 隆之） 
1． 役員退任について    （発令日：2021年 3月 31日） 
2． 役員異動について    （発令日：2021年 4月 1日） 
3． 役員新任について    （発令日：2021年 4月 1日） 
4． 部長異動について    （発令日：2021年 4月 1日） 
5． 機構改革について    （発令日：2021年 4月 1日） 
 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社インテック 
テクノロジー＆マーケティング本部 広報室 小川・長谷  電話 03-5665-5101 

 
 
株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 貞行） 
1． 役員退任について    （発令日：2021年 3月 31日） 
2． 役員異動について    （発令日：2021年 4月 1日） 
3． 役員新任について    （発令日：2021年 4月 1日） 

  

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社インテック ソリューション パワー 人事総務部 辰口  電話 03-3372-4440 
 
 
株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：高岡 利光） 
1． 役員退任について    （発令日：2021年 3月 31日） 
2． 役員新任について    （発令日：2021年 4月 1日） 

   

本件に関するお問い合わせ先 ： 

株式会社アイ・ユー・ケイ 総務人事部 猪野  電話 03-3816-7270 
 
 
株式会社スカイインテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：佐野 洋） 
1． 役員退任について    （発令日：2021年 3月 31日） 
2． 役員異動について    （発令日：2021年 4月 1日） 

 

本件に関するお問い合わせ先 ： 

株式会社スカイインテック 総務部 稲田  電話 076-444-8711 
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株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：北岡 隆之） 
 

1．役員退任 （発令日：2021年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

常任顧問就任予定 取締役 会長 佐藤 知樹 

顧問就任予定 
常務執行役員 
北陸産業事業本部担当 
北陸産業事業本部長 

我妻 巧 

株式会社アイ・ユー・ケイ 
専務取締役就任予定 

常務執行役員 
流通サービス事業本部担当 
流通サービス事業本部長 

佐藤 正修 

TIS株式会社 執行役員 
業務本部長就任予定 

執行役員 
業務改革推進本部長 

三上 雅弘 

 

2．役員異動 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 副社長執行役員 
品質革新本部担当 

取締役 副社長執行役員 
テクノロジー＆マーケティング本部、品質革
新本部、ビジネスイノベーション事業部担当 

新海 章 

取締役 副社長執行役員 
第二金融ソリューション事業本部、中部西日
本産業事業本部、札幌センター、仙台センタ
ー、新潟センター担当 

取締役 副社長執行役員 
産業事業本部、第二金融ソリューション事業
本部、中部西日本産業事業本部、札幌センタ
ー、仙台センター、新潟センター担当 

平井 克八 

取締役 専務執行役員 
北陸産業事業本部、行政システム事業本部担
当 

取締役 専務執行役員 
行政システム事業本部担当 
行政システム事業本部長 

牧野 賢藏 

取締役 専務執行役員 
管理本部、内部統制（リスク・コンプライアン
ス、情報セキュリティ）担当 
管理本部長 

取締役 専務執行役員 
管理本部、業務改革推進本部、内部統制（リ
スク・コンプライアンス、情報セキュリティ）
担当 
管理本部長 

岸 善之 

取締役就任予定 専務執行役員 
第一金融ソリューション事業本部、金融ソリ
ューションサービス事業本部、情報流通基盤
サービス事業本部担当 

専務執行役員 
第一金融ソリューション事業本部、金融ソリ
ューションサービス事業本部、情報流通基盤
サービス事業本部担当 

中森 行雄 

専務執行役員 
テクノロジー＆マーケティング本部、ビジネ
スイノベーション事業部担当 
ビジネスイノベーション事業部長 

専務執行役員 
金融ソリューションサービス事業本部長 

今里 直人 

専務執行役員 
企画本部、グループ会社管理担当 
企画本部長、経営管理部長 

常務執行役員 
企画本部、グループ会社管理担当 
企画本部長 

眞門 聡明 

専務執行役員 
流通サービス事業本部、ネットワーク＆アウ
トソーシング事業本部担当 
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 

常務執行役員 
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
担当 
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
長 

疋田 秀三 

常務執行役員 
人事本部担当 
人事本部長 

常務執行役員 
人事本部担当 
人事本部長 

宮下 毅 
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新   職 旧   職 氏  名 

常務執行役員 
行政システム事業本部長 

常務執行役員 
行政システム事業本部副本部長 

谷口 庄一郎 

常務執行役員 
社会基盤事業本部担当 

常務執行役員 
社会基盤事業本部担当 

加藤 三郎 

常務執行役員 
テクノロジー＆マーケティング本部長 

常務執行役員 
テクノロジー＆マーケティング本部長 

黛 文彦 

常務執行役員 
産業事業本部担当 
産業事業本部長 

常務執行役員 
産業事業本部長 

泉 肇一 

常務執行役員 
管理本部副本部長 
東京総務部長 

執行役員 
管理本部副本部長 
東京総務部長 

上田 伸一 

常務執行役員 
情報流通基盤サービス事業本部長 

執行役員 
情報流通基盤サービス事業本部長 

飯沼 正満 

執行役員 
総務部長 

執行役員 
総務部長 

五十嵐 陽 

執行役員 
社会基盤事業本部長 

執行役員 
社会基盤事業本部長 

山口 浩明 

執行役員 
第一金融ソリューション事業本部長 

執行役員 
第一金融ソリューション事業本部長 

武藤 敦也 

執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

藤山 等史 

執行役員 
産業事業本部副本部長、第一エンタープライ
ズソリューション部長 

執行役員 
産業事業本部副本部長、第一エンタープライ
ズソリューション部長 

林 鋭範 

執行役員 
中部西日本産業事業本部長 

執行役員 
中部西日本産業事業本部長 

竹村 明弘 

 

3．役員新任 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

執行役員 
流通サービス事業本部長 

理事 
流通サービス事業本部副本部長 
サービス第三システム部長 

堀内 健司 

執行役員 
北陸産業事業本部長 

理事 
北陸産業事業本部副本部長 
金融システム部長 

山本 克也 

執行役員 
金融ソリューションサービス事業本部長 

理事 
金融ソリューションサービス事業本部副本
部長 
金融ソリューション事業戦略部長 

桑野 修一 

 

4．部長異動 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

企画本部副本部長 
情報流通基盤サービス事業本部副本部長 
兼 アークリッドサービス部長 

守田 洋一 
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新   職 旧   職 氏  名 

管理本部 
経理部長 
兼 財務部長 

管理本部 
経理部長 

谷川 功 

管理本部 
中部西日本業務管理部長 

管理本部 
中部西日本業務管理部 

石井 信子 

品質革新本部 
品質監理部長 

第一金融ソリューション事業本部 古井 義彦 

ビジネスイノベーション事業部 
コンサルティング部長 

ビジネスイノベーション事業部 
コンサルティング部 

福山 朋子 

ビジネスイノベーション事業部 
ＤＸソリューションセンター所長 

ビジネスイノベーション事業部 
コンサルティング部付 

村田 澄彦 

流通サービス事業本部副本部長 
兼 サービス第二営業部長 

流通サービス事業本部 
サービス第二営業部長 

坂本 晃二 

流通サービス事業本部 
事業推進部長 

流通サービス事業本部 
事業推進部 

田中 和利 

流通サービス事業本部 
サービス第一システム部長 

情報流通基盤サービス事業本部 
カスタマーサービス開発第一部長 

鈴木 正紀 

流通サービス事業本部 
サービス第三システム部長 

流通サービス事業本部 
サービス第三システム部副部長 

中山 貴義 

社会基盤事業本部 
医療ソリューション営業部長 

社会基盤事業本部 
第一医療ソリューション部長 

河村 哲郎 

社会基盤事業本部 
第一医療ソリューション部長 

社会基盤事業本部 
第一医療ソリューション部副部長 

樋渡 昭浩 

第一金融ソリューション事業本部副本部長 
兼 金融第一システム部長 

第一金融ソリューション事業本部副本部長 
兼 金融事業企画部長 
兼 金融第一システム部長 

伊藤 敏浩 

第一金融ソリューション事業本部 
金融事業企画部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融営業部営業第二課長 

吉川 武裕 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部副部長 

木下 和典 

第一金融ソリューション事業本部 
ＲＢシステム部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部長 

山崎 真 

金融ソリューションサービス事業本部副本部
長 
兼 金融ソリューションサービス営業部長 

金融ソリューションサービス事業本部 
金融ソリューションサービス営業部長 

佐藤 靖夫 

金融ソリューションサービス事業本部 
金融ソリューション事業戦略部長 

金融ソリューションサービス事業本部 
金融ソリューション事業戦略部副部長 

鴨川 慎太郎 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ネットワークサービス事業部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ネットワークサービス事業部長 
兼 ネットワークサービス部長 

高圓 宏明 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ネットワークサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ネットワークサービス部サービス第二課長 

白井 裕 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ＴＰＳサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
ＴＰＳサービス部クラウドテレフォニー課
長 

川口 拓也 
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新   職 旧   職 氏  名 

情報流通基盤サービス事業本部副本部長 
兼 サービス基盤システム部長 

情報流通基盤サービス事業本部 
事業企画部長 

浦田 賢一 

情報流通基盤サービス事業本部 
事業企画部長 

情報流通基盤サービス事業本部 
事業企画部 

小松 寿和 

情報流通基盤サービス事業本部 
サービスコンサルティング部長 

情報流通基盤サービス事業本部 
サービス基盤開発部長 

花田 真哉 

情報流通基盤サービス事業本部 
カスタマーサービス第一部長 

流通サービス事業本部 
サービス第一システム部長 

後藤 雅史 

北陸産業事業本部副本部長 
兼 エンベデッドシステム部長 

札幌センター所長 松田 達夫 

北陸産業事業本部 
高岡センター所長 

北陸産業事業本部 
高岡センター営業課長 

釣 行都 

北陸産業事業本部 
プロダクトシステム部長 

北陸産業事業本部 
エンベデッドシステム部長 

片口 好広 

北陸産業事業本部 
金融システム部長 

北陸産業事業本部 
金融システム部営業課長 

青木 秀樹 

行政システム事業本部 
中部公共営業部長 

行政システム事業本部 
中部公共ソリューション部営業課長 

角丸 修一 

行政システム事業本部 
中部公共システム部長 

TIS株式会社 浅野 正明 

札幌センター所長 
北陸産業事業本部 
高岡センター所長 

藤井 一洋 

 

5．機構改革 （発令日：2021年 4月 1日） 

5-1．主旨 

 2021年 4月よりスタートする第 19次中期経営計画を確実に遂行するために、以下のとおり組織を改定
する。 

5-2．組織改正の骨子 

（1） 事業系機能の改編 
① 「社会基盤事業本部」の改編 

医療事業における営業力の強化と生産性・品質の向上を図るために営業・生産部門の分離を行い、 
役割を明確化することで事業部全体の組織運営の効率化および強化を図る。 
ア）「医療ソリューション事業部」の下部組織に「医療ソリューション営業部」を新設する。 

 
② 「情報流通基盤サービス事業本部」の改称と改編 

2020年に事業統合した EDI事業の拡大をより一層加速させるとともに、PSTNマイグレーションを 
契機に活性化が予想される EDI市場への対応強化および新たな情報流通基盤サービスの創出の早期 
実現を図る。 
ア）EDIをデータ交換ツールから受発注業務 DXにつなげ付加価値向上を目的に、導入コンサルメ 

ンバーを集約し「サービスコンサルティング部」を新設する。 
     イ）「サービス基盤開発部」に「アークリッドサービス部」を編入し、既存 EDIエンジンエンハン 

ス、新たな情報流通基盤構築に向けた R&Dおよびサービス開発を行う「サービス基盤システム 
部」に改称する。 

     ウ）「カスタマーサービス開発第一部」に「サービス基盤運用部」より業界 VAN運用チームを編入 
し、開発/運用一体化することで業界 VAN環境変化にも迅速に対応、業界満足度を向上する体
制とし、「カスタマーサービス第一部」に改称する。 
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③ 「北陸産業事業本部」の改称 
デジタル技術の進化に伴い、北陸における DXソリューションを推進するとともにプラットフォー 
ムを担当する部門を明確にする。 
ア）「アウトソーシングサービス部」を「DXプラットフォームソリューション部」に改称する。 

 

④ 「行政システム事業本部」の改編 
TIS株式会社からの行政機関向け事業の一部移管に伴い、名古屋地区における事業展開を推進する 
とともに、安定したサービスを提供することによる業容拡大を図る。 
ア）名古屋地区における事業展開をさらに推進するため「中部公共営業部」を新設する。 
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株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 貞行） 

 

1．役員退任 （発令日：2021年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

顧問就任予定 取締役 山田 幸夫 

 

2．役員異動 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

常務取締役就任予定 取締役 辰口 実 

 

3．役員新任 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役就任予定 東日本本部副本部長 林 勲 

 

 

株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：高岡 利光） 

 

1．役員退任 （発令日：2021年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

顧問就任予定 取締役 矢島 学 

 

2．役員新任 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

専務取締役就任予定 
株式会社インテック 
常務執行役員 

佐藤 正修 

取締役就任予定 ＩＴサービス本部長 吉原 隆 

 

 

株式会社スカイインテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：佐野 洋） 

 

1．役員退任 （発令日：2021年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

顧問就任予定 代表取締役社長 佐野 洋 

 

2．役員異動 （発令日：2021年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

代表取締役社長就任予定 専務取締役 高瀬 幸忠 
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以 上 

 


