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会 社 名
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問合せ先

ＴＤＣソフト株式会社
代表取締役社長
谷上 俊二
（コード番号：4687 東証一部）
取締役管理本部長
大垣 剛
（TEL：03-6730-8111）

組織変更及び人事異動に関するお知らせ
下記のとおり組織変更及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。
記

１．組織変更（平成 30 年 4 月 1 日付予定）
平成 28 年度から平成 30 年度における中期経営計画の基本戦略に基づき、市場ニーズへ的確に対応し、
一層の事業拡大に向けた機動的な運営を推進するため、組織体制を再編し、事業領域、目的、役割の明確
化を図る。
１）営業本部
事業戦略に基づいた顧客戦略・営業戦略をより機動的に実行すべく、営業部門を集約し、金融・公共営業
部、エンタープライズ営業部に再編する。
２）技術開発推進本部
・最新の要素技術を活用した事業開発を強力に推進すべく、経営企画本部よりインキュベーション推進室の機能
を移管しビジネス＆インキュベーション推進室に改称する。
・アジャイル開発及びマイクロサービス分野における事業推進力を強化すべくアジャイル・マイクロサービス推進室を
新設する。
３）IT インテグレーション事業本部
・クラウドやアジャイル開発など、最新の ICT を活用したオープンシステムインテグレーション事業を推進すべく、オー
プンシステム事業部を新設する。
・ネットワーク技術をモビリティ、IoT 分野へ展開し事業を拡大すべくモビリティ IoT 統括部を新設する。
４）金融システム事業本部
金融系市場動向の変化に柔軟に対応すべく、保険クレジットシステム事業本部、バンキングシステム事業本部
を統合し、金融システム事業本部として再編する。
５）法人システム事業本部
法人分野における顧客対応力を強化すべく、第１法人事業部、第 2 法人事業部の２事業部制に再編する。
６）経営企画本部
中長期的な経営戦略の企画立案、推進力を強化すべく、経営戦略推進部を新設する。
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７）管理本部
人材戦略の推進力を強化すべく、人事部から人材採用、教育機能を一貫して推進する人材戦略部を分離、
新設する。
２．人事異動
１） 役員の異動（平成 30 年 4 月 1 日付予定）
新 職

氏 名

取締役専務執行役員

取締役専務執行役員
金融システム事業本部担当
グループビジネス推進室担当

小田島 吉伸

関西支社担当
取締役常務執行役員
営業本部長
取締役執行役員
技術開発推進本部長
IT インテグレーション事業本部担当
取締役執行役員
管理本部長
システム開発本部担当

法人システム事業本部担当

高瀬 美佳子

野田 和昭

河合 靖雄

北川 和義

大垣 剛

経営企画本部担当
執行役員
経営企画本部長
IT インテグレーション事業本部長

法人システム事業本部長
システム開発本部長兼務

取締役常務執行役員
エンタープライズビジネスユニット担当
営業本部長
取締役執行役員
ファイナンシャルビジネスユニット担当
技術開発推進本部長
ソリューションビジネスユニット担当
ソリューション企画本部長

取締役執行役員
ソリューション事業本部長
営業本部 副本部長兼務
取締役執行役員
経営企画本部担当
管理本部長
執行役員

小林 裕嘉

技術開発推進本部 副本部長兼務
執行役員

グループビジネス推進室

ビジネスマネジメント推進本部長兼務

取締役執行役員
ソリューション事業本部 副本部長兼務

システム開発本部

取締役執行役員

戦略システム事業本部担当
ビジネスマネジメント推進本部長

IT インテグレーション事業本部

関西支社担当

取締役執行役員
ソリューション事業本部長

現 職

経営企画本部長
管理本部副本部長
技術開発推進本部 副本部長兼務

瓜生 力

執行役員
法人システム事業本部長
システム開発本部 副本部長兼務
執行役員

執行役員
金融システム事業本部長

桜井 博

保険クレジットシステム事業本部長
ファイナンシャルシステム事業本部長
システム開発本部長兼務

執行役員
戦略システム事業本部長
営業本部 イノベーション営業部長兼務

上條 英樹

執行役員
戦略システム事業本部長

執行役員
IT インテグレーション事業本部
オープンシステム事業部長

村上 裕二

IT インテグレーション事業本部
システムインテグレーション事業部長
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２）人事異動（平成 30 年 4 月 1 日付予定）
新 職

氏 名

現 職

【営業本部】
営業本部 副本部長

奈須野 正久

営業本部 エンタープライズ営業部長

【ソリューション事業本部】
ソリューション事業本部 クラウド＆サービス事業部長
技術開発推進本部 ビジネス&インキュベーション推進室長
同本部 アジャイル・マイクロサービス推進室長兼務

熊田 稔

ソリューション事業本部 クラウド＆サービス事業部長
ソリューション企画本部 サービス企画部長
同本部 マーケティング部長

ソリューション事業本部
ソリューション企画部長

大沢 晋

ソリューション事業本部
ソリューション事業部 事業推進部長

長田 剛

IT インテグレーション事業本部
ネットワークソリューション統括部長

松原 貴志

IT インテグレーション事業本部
システムインテグレーション事業部
第 1SI 統括部長

大倉 努

IT インテグレーション事業本部
システムインテグレーション事業部
第 2SI 統括部長

金融システム事業本部
保険クレジット事業部長

村上 知也

保険クレジットシステム事業本部
保険クレジットシステム事業部長

金融システム事業本部
ファイナンシャル事業部 副事業部長

田城 伸一

ファイナンシャルシステム事業本部
ファイナンシャルシステム事業部 バンキング統括部長
同事業部 ファイナンシャル統括部長兼務

金融システム事業本部
金融企画部長

土橋 弘敏

保険クレジットシステム事業本部 副事業本部長
ファイナンシャルシステム事業本部 副事業本部長兼務

金融システム事業本部
保険クレジット事業部 保険統括部長

古田 宏一

保険クレジットシステム事業本部
保険クレジットシステム事業部 保険統括部長

金融システム事業本部
ファイナンシャル事業部 バンキング統括部長

松島 一徳

保険クレジットシステム事業本部
保険クレジットシステム事業部 保険統括部 副統括部長

法人システム事業本部
第 2 法人事業部長

増山 裕之

法人システム事業本部
法人システム事業部 第２法人統括部長

法人システム事業本部
第 1 法人事業部 エネルギー統括部長
システム開発本部 システム開発統括部長兼務

浅野 幸雄

法人システム事業本部
法人システム事業部 第 1 法人統括部 副統括部長

法人システム事業本部
第 2 法人事業部 第１法人統括部長

安藤 章起

法人システム事業部 第２法人統括部 副統括部長

法人システム事業本部
第 2 法人事業部 第２法人統括部長

竹政 裕一

法人システム事業部 第１法人統括部長

【IT インテグレーション事業本部】
IT インテグレーション事業本部
IT インテグレーション企画部長
IT インテグレーション事業本部
オープンシステム事業部 第 1 オープン統括部長
IT インテグレーション事業本部
プラットフォーム事業部 モビリティ IoT 統括部長

【金融システム事業本部】

【法人システム事業本部】

3

【戦略システム事業本部】
戦略システム事業本部
戦略事業部 副事業部長
戦略システム事業本部
戦略事業部 第 2 戦略統括部長

國政 仁

戦略システム事業本部
戦略統括部長

岡泉 靖彦

戦略システム事業本部
戦略統括部 担当部長

【ビジネスマネジメント推進本部】
ビジネスマネジメント推進本部 本部長補佐
同本部 ビジネスパートナー推進部長
同本部 BM 企画部長兼務
ビジネスマネジメント推進本部
戦略 IT システム推進部長

石井 茂
海老原 孝士

ビジネスマネジメント推進本部 本部長補佐
同本部 ビジネスパートナー推進部長
同本部 戦略 IT システム推進部長兼務
ビジネスマネジメント推進本部
戦略 IT システム推進部 副部長

【管理本部】
管理本部 人材戦略部長
管理本部 人事部長
同本部 ダイバーシティ推進室長兼務
管理本部 総務部長

江口 隆広

管理本部 人事部長

西山 徹

管理本部 総務部長

矢野 晴彦

管理本部 業務推進室長

以 上
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TDC ソフト株式会社
経営組織体制（平成 30 年 4 月 1 日現在）
金融･公共営業部

営業本部

エンタープライズ営業部
イノベーション営業部
セールスマネジメント部
技術開発推進本部

ビジネス&インキュベーション推進室
未来技術推進室
アジャイル・マイクロサービス推進室

ソリューション事業本部

ソリューション企画部
クラウド＆サービス事業部
ソリューション事業部

パッケージインテグレーション統括部
プロフェッショナルサービス統括部
ITインテグレーション企画部

ITインテグレーション事業本部
オープンシステム事業部

第２オープン統括部

監査役会
監査役

プラットフォーム事業部

取締役会
代表取締役

第１オープン統括部

プラットフォーム統括部
モビリティ IoT 統括部

金融システム事業本部

金融企画部
保険クレジット事業部

保険統括部
クレジット統括部

ファイナンシャル事業部

バンキング統括部
ファイナンシャル統括部

法人システム事業本部

法人企画部
第１法人事業部

エネルギー統括部

第２法人事業部

第１法人統括部
第２法人統括部
戦略企画部

戦略システム事業本部
戦略事業部

第１戦略統括部
第２戦略統括部

システム開発本部

システム開発統括部
グループビジネス推進室
関西支社

ビジネスマネジメント推進本部

BM 企画部
プロジェクトマネジメント推進部
セキュリティマネジメント推進部
ビジネスパートナー推進部
戦略 ITシステム推進部

経営企画本部

経営企画部
経営戦略推進部

管理本部

管理企画部
人材戦略部
人事部
ダイバーシティ推進室
総務部
経理部
わかばファーム
TDC‐CSIRT
内部監査部

