2021 年 2 月 24 日
各

位
会 社 名
代表者名
問合せ先

代 表 取 締 役 社 長 小林 裕嘉
（コード番号：4687 東証一部）
執行役員経営企画本部長 上條 英樹
（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（2021 年 4 月 1 日付予定）
2019 年度から 2021 年度における中期経営計画の経営ビジョン「次世代型システムインテグレーター」を
目指し、市場・顧客の潜在ニーズへ的確に対応し、一層の事業拡大に向け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、役割の明確化を図る。
１）営業本部
① 市場ニーズの動向分析や本部内のガバナンスを強化するため、営業企画部・営業推進部・
セールスマネジメント部を統合し、企画推進統括部へ再編する。
② お客様のニーズを基盤にアイデアを創出するため、ビジネスデザイン営業統括部を新設する。
③ 社会の急激なデジタル化への対応を推進するため、戦略推進営業統括部を新設する。
２）金融システム事業本部、金融ビジネスデザイン事業本部
金融顧客の多様化するニーズへの対応力を強化するため、金融システム事業本部は、顧客業務に密着した付加
価値の高いビジネス推進を目指す金融システム事業本部と、デジタル技術やデザイン思考を駆使した価値創出を
目指す金融ビジネスデザイン本部の２本部体制に再編する。
３）公共法人システム事業本部
① エンタープライズアジャイルビジネス市場の対応強化のため、エンタープライズアジャイル推進部を新設する。
② 次世代 SI 事業推進部をデジタルシフト推進部として再編する。
③ 顧客業務に密着した付加価値の高いビジネスを推進するため、公共社会基盤システム事業部内を公共統括
部及び社会基盤統括部に再編する。
４）ソリューション事業本部
データマネジメントサービス分野、ソリューションサービス分野のサービス推進力を強化するため、ソリューション事業
部内をデータマネジメントサービス統括部とソリューションサービス統括部へ再編する。
５）経営企画本部
ブランディング活動を強化するため広報室を新設する。
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６）管理本部
グループビジネスを円滑に推進するため、グループ推進室を新設する。

２．人事異動
１） 役員の異動（2021 年 4 月 1 日付予定）
新 職

氏 名

取締役常務執行役員

取締役常務執行役員

ビジネスイノベーション本部担当
デジタルテクノロジー本部担当

高瀬 美佳子

金融ビジネスデザイン事業本部担当

ビジネスイノベーション本部担当
デジタルテクノロジー本部担当
金融システム事業本部担当

スマートＳＩ推進室担当
取締役執行役員

取締役執行役員

金融システム事業本部担当
公共法人システム事業本部担当

現 職

河合 靖雄

システム開発本部担当

公共法人システム事業本部担当
システム開発本部担当
ビジネスマネジメント推進本部担当

ビジネスマネジメント推進本部担当
取締役執行役員

取締役執行役員

管理本部長

大垣 剛

経営企画本部担当
管理本部担当

真下 研一

関西支社長
上席執行役員
デジタルテクノロジー本部長
金融ビジネスデザイン事業本部長

熊田 稔

執行役員
関西支社長
執行役員
デジタルテクノロジー本部長
ソリューション事業本部長 兼務

ソリューション事業本部長 兼務
執行役員
金融システム事業本部長
金融ビジネスデザイン事業本部 副事業本部長
スマートＳＩ推進室長 兼務

管理本部担当
（TDC フューテック株式会社 代表取締役副社長）

（TDC フューテック株式会社 代表取締役副社長）
上席執行役員

管理本部長

村上 知也

執行役員
金融システム事業本部長
スマートＳＩ推進室長 兼務

２）人事異動（2021 年 4 月 1 日付予定）
新 職

氏 名

現 職

【営業本部】
営業本部 ビジネスデザイン営業統括部長

奈須野 正久 営業本部 ソリューション営業統括部長

営業本部 ソリューション営業統括部長

森 大基

営業本部 ソリューション営業統括部 副統括部長

営業本部 戦略推進営業統括部長

関本 馨

営業本部 営業推進部長

【ビジネスイノベーション本部】
ビジネスイノベーション本部
ビジネスイノベーション事業推進室長

景山 朝陽
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ビジネスイノベーション本部
ビジネスイノベーション事業推進室 副室長

新 職

氏 名

現 職

【デジタルテクノロジー本部】
デジタルテクノロジー本部
アジャイル＆マイクロサービス統括部長

弦牧 竜也

デジタルテクノロジー本部
アジャイル＆マイクロサービス統括部 副統括部長

デジタルテクノロジー本部 デジタルサービス統括部長

坪松 祥史

デジタルテクノロジー本部
デジタルサービス統括部 副統括部長

金融システム事業本部 金融企画部長

古田 宏一

金融システム事業本部 保険システム事業部長

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 第１統括部長

川崎 章生

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 クレジット戦略統括部長

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 第２統括部長

三宅 亮

【金融システム事業本部】

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 第３統括部長

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 クレジット統括部 副統括部長
金融システム事業本部

藤本 壮一郎 金融ソリューション事業部 金融ソリューション戦略統括部長

金融システム事業本部 保険銀行システム事業部長

田城 伸一

金融システム事業本部 金融ソリューション事業部長

金融システム事業本部
保険銀行システム事業部 保険統括部長

道上 高司

金融システム事業本部 保険システム事業部 保険統括部長

金融システム事業本部
保険銀行システム事業部 銀行統括部長

松島 一徳

金融システム事業本部
金融ソリューション事業部 金融ソリューション統括部長

金融ビジネスデザイン事業本部 副事業本部長
ソリューション事業本部 副事業本部長 兼務

鈴木 修一

ソリューション事業本部 副事業本部長

金融ビジネスデザイン事業本部 副事業本部長
ビジネスイノベーション本部 副本部長 兼務

金堂 和典

金融システム事業本部 金融デジタルビジネス統括部長

金融ビジネスデザイン事業本部
金融サービス事業部 金融システム統括部長

高島 淳史

金融システム事業本部
クレジットシステム事業部 クレジット統括部長

金融ビジネスデザイン事業本部
金融サービス事業部 金融ソリューション統括部長

小倉 朋浩

金融システム事業本部 金融ソリューション事業部
金融ソリューション戦略統括部 副統括部長

江村 和雄

公共法人システム事業本部 公共法人企画部長

【金融ビジネスデザイン事業本部】

【公共法人システム事業本部】
公共法人システム事業本部 公共法人企画部長
同本部 デジタルシフト推進部長 兼務
公共法人システム事業本部
エンタープライズアジャイル推進部長

國政 仁

公共法人システム事業本部 次世代 SI 事業推進部長

公共法人システム事業本部
公共社会基盤システム事業部 公共統括部長

竹政 裕一

公共法人システム事業本部
公共社会基盤システム事業部 公共社会統括部長

公共法人システム事業本部
公共社会基盤システム事業部 社会基盤統括部長

工藤 正仁

公共法人システム事業本部
公共社会基盤システム事業部 公共社会統括部 副統括部長

井上 拓也

ソリューション事業本部 ソリューション事業部 副事業部長

江口 隆広

金融システム事業本部
保険システム事業部 保険戦略統括部長

【ソリューション事業本部】
ソリューション事業本部 ソリューション事業部長

【管理本部】
管理本部 グループ推進室長

以 上
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TDCソフト株式会社
経営組織体制（2021年４月１日現在）
企画推進統括部

営業本部

金融営業統括部

ビジネスデザイン営業統括部
公共法人営業統括部

ソリューション営業統括部
戦略推進営業統括部
ビジネスイノベーション
事業推進室

ビジネスイノベーション本部

デジタルイノベーション＆
インキュベーション推進室
デジタルテクノロジー企画部

デジタルテクノロジー本部

未来技術推進室

アジャイル＆マイクロサービス
統括部
デジタルサービス統括部

金融企画部

金融システム事業本部

クレジットシステム事業部

監査役会

第２統括部

監査役

第３統括部

取締役会
保険銀行システム事業部
代表取締役

第１統括部

保険統括部
銀行統括部

金融ビジネスデザイン
事業本部

金融ビジネスデザイン企画部
金融サービス事業部

金融システム統括部
金融ソリューション統括部
公共法人企画部

公共法人システム事業本部

エンタープライズアジャイル
推進部
デジタルシフト推進部

公共社会基盤システム
事業部

公共統括部
社会基盤統括部

法人システム事業部

産業統括部
流通統括部
ソリューション企画部

ソリューション事業本部
プラットフォーム事業部

クラウド基盤統括部

ソリューション事業部

データマネジメントサービス
統括部
ソリューションサービス統括部

システム開発本部

システム開発統括部

ビジネスマネジメント推進本部

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
戦略ＩＴシステム推進部
ビジネスパートナー推進部
スマートＳＩ推進室

経営企画本部

経営企画部

管理本部

管理企画部

広報室

人事部
健康経営推進室
人材戦略部
総務部
経理部
グループ推進室
わかばファーム推進室

TDC-CSIRT
内部監査部
関西支社

