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日本ユニシスグループ機構改革・人事異動

日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良、以下 日本ユニシス）は、下記の通り

機構改革と人事異動を行います。 

１．機構改革（2017年4月1日付） 

２．役員人事異動 
◆ 執行役員人事（2017年4月1日付） 

３．人事異動（役員以外）（2017年4月1日付） 
◆ 組織長人事（ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門、インキュベ

ーション部門、業務部、購買マネジメント部、品質保証部、支社・支店） 

2017 年度は、現中期経営計画（Innovative Challenge Plan）の最終年度として計画を着実に実

行し、今後の成長戦略を強化するべく、サービスビジネスへ注力し、変革のスピードアップを

図ります。 
ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門にそれぞれ戦略推進機能と業務支援機

能を集約した組織を新設し、サービスビジネスの創出を拡大させ、チャレンジと変革を加速し

ます。 
引き続き、労働効率向上による新規ビジネス・技術へのリソースシフトやローテーションを

積極的に行い、ビジネスエコシステムの形成促進および働き方改革を推進し、社会や顧客視点

の新たな価値を創造するために、機構改革・人事異動を行います。 

１．機構改革 【変更日 2017 年 4 月 1 日】 

（1）チャレンジと変革の実行強化 
（サービス型ビジネスの加速） 
・ビジネスイノベーション部門は 3 ユニットを 2 ユニットに集約することで、ビジネスイノ

ベーション組織間の連携強化を図り、業種・業界を横断したビジネスエコシステム形成を

促進し、サービスビジネスを拡大する。 
・ビジネスサービス部門は 5 ユニットを 4 ユニットに再編し、サービスビジネスに注力する

ため、各ユニットにサービス企画機能を配置する。 
・プラットフォームビジネスにおけるビジネススキームの強化および、新サービスや新技術

の開発力を強化し、売上拡大を図るため、「プラットフォームサービス本部」と「新技術

サービス本部」を新設する。 
・ビジネスエコシステムにおける決済を中心としたプラットフォームの拡大を促進するため、

「決済プラットフォームプロジェクト」を新設する。 



 

 

（戦略推進、共通機能の集約） 
・営業プロセス改革を推進するため、CMO（注１）直轄組織としてビジネスイノベーション部

門内に「ビジネスイノベーション推進部」を新設し、戦略企画、営業業務プロセス改革

などの機能を強化する。 
・戦略的な施策の実行スピードを上げるため、ビジネスサービス部門内に「ビジネスサー

ビス推進部」を新設し、CDO（注２）直轄組織とする。 
・両部門の戦略連携強化により、サービスビジネス拡大を推進する。 
 

（2）業務効率化の推進 
（調達購買機能の集約と組織新設） 
・サービスビジネスへのシフトに伴い、IoT やロボットなど、新規領域における商品・サー

ビスの企画、開発機能を強化し、グループ全体の調達購買活動の利便性向上のため、「購

買マネジメント部」を新設する。 
 

２．役員人事 
 

◆執行役員人事（2017年4月 1日付） 

新職 旧職 継続職 氏名 
常務執行役員 執行役員  永井 和夫 
常務執行役員 
兼 ビジネスイノベーション

部門第2ユニット長 

執行役員 
兼 ビジネスイノベーション

部門第3ユニット長 

 小西 宏和 

上席執行役員   村田 憲彦 
執行役員  法務部長 田村 充 
執行役員 
兼 プラットフォームサービ

ス本部長 

アドバンスド技術統括部長  須貝 達也 

 
【退任】（3月末日任期満了後退任予定） 
▽上席執行役員 岡田 正之  [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽執行役員   田﨑 稔  [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽執行役員   石山 耕一  [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽執行役員   松尾 桂志  [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 

 
 
３．人事異動【変更日 2017年4月1日】 
 

◆組織長人事 

◆ビジネスイノベーション部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

ビジネスイノベーション推進部

長  
第3ユニット 
公共第一第一事業部長 

 石山 直樹 

第1ユニット 
インダストリサービス第二事業

部長 

第2ユニット 
インダストリサービス第三事業

部長  

 佐藤 秀彰 



 

 

新職 旧職 継続職 氏名 
第2ユニット 
インダストリサービス第一事業

部長 

インダストリサービス第二事業

部長 
 田中 建 

第2ユニット 
公共第一事業部長 

第2ユニット 
インダストリサービス第一事業

部長 

 渡邉 岳治 

 
◆ビジネスサービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
ビジネスサービス推進部長 システムサービス推進部長  滝本 照久 
第1ユニット長 第5ユニット長 執行役員 林 尊 
第2ユニット長 第1ユニット長 執行役員 橋本 博文 
第2ユニット 
決済プラットフォームプロジェ

クト長 

第1ユニット 
金融システム第一本部 
統括三部長 

 奥山 直哉 
 

第3ユニット 
公共システム第一本部長 

第3ユニット 
公共システム本部長 

 高井 健志 
 

第3ユニット長 兼  
公共システム第二本部長 

第4ユニット長 執行役員 佐藤 和雄 
 

第4ユニット 
新技術サービス本部長 

第2ユニット 
流通システム本部 
第二統括部長 

 坪内 淳 

第4ユニット 
アウトソーシングサービス本部

長 

第4ユニット 
アウトソーシング企画統括部長

 馬場 定行 

 
◆インキュベーション部門  

新職 旧職 継続職 氏名 
全社プロジェクト推進部長 ビジネスサービス部門 

第4ユニット 
サービス企画部長 

 森口 秀樹 

 
◆業務部 

新職 旧職 継続職 氏名 
業務部長  組織開発部長 白井 久美子 
 
◆購買マネジメント部 

新職 旧職 継続職 氏名 
購買マネジメント部長 業務部長  藤戸 哲也 
 
◆品質保証部 

新職 旧職 継続職 氏名 
品質保証部長 ビジネスサービス部門 

金融システム第二本部 
金融システム開発一部長 

 桂 智之 

 



 

 

 
◆支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
東北支店長 北陸支店長  星 和浩 
新潟支店長 ビジネスイノベーション部門 

ファイナンシャル第三事業部 
東日本営業部長 

 酒井 伊智郎 

北陸支店長 ビジネスイノベーション部門 
インダストリサービス第二事業

部関西営業部長 

 横山 秀雄 

 
以 上 

 

注1: CMO（Chief Marketing Officer） 
   NULグループ全体のマーケティング機能を統括する 
 
注2：CDO（Chief Digital Officer） 
   NULグループ全体のサービス提供業務を統括する 
 

 

＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

日本ユニシス株式会社 広報部 報道・CSR推進室 礒（いそ） 

電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
 


