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組織変更及び⼈事異動に関するお知らせ 

当社は、本⽇開催の取締役会決議により、2022 年 4 ⽉１⽇をもって、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．組織変更の概要
「グループ統括部」を「CX 統括部」に改称し、サステナビリティ経営を⽬指した CX(コーポレートト

ランスフォーメーション)を推進いたします。また、DX 事業の推進を加速させるため、「DX 営業統括部」
を新設するとともに、法⼈事業部⾨を「DX 事業部」に統合いたします。さらに、グループ経営の管理体
制強化を図るため、監査部⾨を統括部に昇格いたします。

２．⼈事異動（2022 年 4 ⽉１⽇付）
（１）取締役

新役職 ⽒名 現役職

取締役 副社⻑執⾏役員
⾦融第 1 ビジネス事業部担当
兼 ⾦融第２ビジネス事業部担当
兼 公共第１ビジネス事業部担当
兼 公共第２ビジネス事業部担当
兼 DX 事業部担当
兼 株式会社クロスアクティブ取締役

⼭根 光則

取締役 常務執⾏役員
⾦融ビジネス事業部担当
兼 保険ビジネス事業部担当
兼 公共第１ビジネス事業部担当
兼 公共第２ビジネス事業部担当
兼 DX 事業部担当
兼 法⼈ビジネス事業部担当
兼 株式会社クロスアクティブ取締役

取締役 常務執⾏役員
経営財務統括部⻑
兼 CX 統括部担当
兼 株式会社クロスリード取締役

⼭下 智⼰
取締役 執⾏役員
経営財務統括部担当
兼 管理統括部⻑
兼 株式会社クロスリード取締役

取締役 執⾏役員
SI 営業統括部担当
兼 DX 営業統括部担当

⼩倉  功 取締役 執⾏役員
営業統括部担当

取締役 執⾏役員
特命担当
兼 株式会社クロスユーアイエス取締役

酒井 ⻯太郎
取締役 執⾏役員
グループ統括部⻑
兼 株式会社クロスユーアイエス取締役



 

                                      

 

 

（２）執⾏役員／統括部⻑ 
新役職 ⽒名 現役職 

執⾏役員 CX 統括部⻑ 
兼 グループ戦略室⻑ ⾼尾 良平 執⾏役員 経営財務統括部⻑ 

兼 経営企画部⻑ 

執⾏役員 SI 営業統括部⻑ 湯⼝ 洋介 営業統括部 統括部⻑代理 
兼 営業部⻑ 

執⾏役員 DX 営業統括部⻑ 成瀬 真伯 執⾏役員 営業統括部⻑ 

執⾏役員 ⾦融第１ビジネス事業部⻑ ⼩野⽥ 友彦 執⾏役員 ⾦融ビジネス事業部⻑ 

執⾏役員 ⾦融第２ビジネス事業部⻑ 平川  ⼀ 執⾏役員 保険ビジネス事業部⻑ 

執⾏役員 公共第１ビジネス事業部⻑ 加藤 廣治 執⾏役員 公共第１ビジネス事業部⻑ 
兼 公共第１部⻑ 

執⾏役員 DX 事業部⻑ 
兼 株式会社クロスアクティブ取締役 道上 正⼈ 

執⾏役員 DX 事業部⻑ 
兼 法⼈ビジネス事業部⻑ 
兼 株式会社クロスアクティブ取締役 

経営監査統括部⻑ 伊藤 康史 内部監査室⻑ 

 
 

（３）統括部⻑代理／事業部⻑代理／部⻑ 
新役職 ⽒名 現役職 

経営財務統括部 統括部⻑代理 
兼 総務/購買部⻑ 内藤 隆司 管理統括部 統括部⻑代理 

兼 総務/購買部⻑ 
CX 統括部 統括部⻑代理 
兼 システムマネジメント部⻑ 柏⽥ 明美 経営財務統括部 

システムマネジメント部⻑ 
CX 統括部 統括部⻑代理 
兼 システム管理部⻑ ⼭崎 和美 管理統括部 

システム管理部⻑ 
SI 営業統括部 統括部⻑代理 
兼 SI 営業部⻑ ⽔本 憲明 営業統括部 

営業部 
⾦融第１ビジネス事業部 事業部⻑代理 
兼 ⾦融第１部⻑ 佐⽵ 正徳 ⾦融ビジネス事業部 事業部⻑代理 

兼 ⾦融第１部⻑ 

公共第１ビジネス事業部 事業部⻑代理 溝端  裕 公共第１ビジネス事業部 
公共第２部⻑ 

公共第２ビジネス事業部 事業部⻑代理 
兼 公共第１部⻑ ⼤塚 ⼤介 公共第２ビジネス事業部 

公共第１部⻑ 

DX 事業部 事業部⻑代理 ⼩森 幸治 DX 事業部 事業部⻑代理 
兼 クラウド推進部⻑ 

DX 事業部 事業部⻑代理 
兼 イノベーション推進部⻑ 佐野 和義 DX 事業部 

イノベーション推進部⻑ 
  



 

                                      

 

 

新役職 ⽒名 現役職 
経営財務統括部 
経営企画部⻑ 菅⾕ 英史 経営財務統括部 

経営企画部 
経営財務統括部 
⼈事部⻑ 細根 宇紘 管理統括部 

⼈事部⻑ 
SI 営業統括部 
営業管理部⻑ 中原 良平 営業統括部 

営業部 部⻑代理 
DX 営業統括部 
DX 営業部⻑ 髙良 ⿓史 営業統括部 

ソリューション営業部⻑ 
⾦融第１ビジネス事業部 
⾦融第２部⻑ 國松 靖信 ⾦融ビジネス事業部 

⾦融第２部⻑ 
⾦融第２ビジネス事業部 
⾦融第１部⻑ 野⽥ 靖宏 保険ビジネス事業部 

保険第１部⻑ 
⾦融第２ビジネス事業部 
⾦融第２部⻑ ⼩形 洋介 保険ビジネス事業部 

保険第２部⻑ 
公共第１ビジネス事業部 
公共第１部⻑ 髙徳 修司 公共第１ビジネス事業部 

公共第１部 部⻑代理 
公共第１ビジネス事業部 
公共第２部⻑ ⼩野 善道 公共第１ビジネス事業部 

公共第１部 部⻑代理 
公共第２ビジネス事業部 
公共第３部⻑ ⽵内  淳 公共第２ビジネス事業部 

公共第１部 部⻑代理 
DX 事業部 
クラウド推進部⻑ ⼩⽥代 将幸 公共第２ビジネス事業部 

公共第３部⻑ 
DX 事業部 
法⼈第１部⻑ 坂下  貢 法⼈ビジネス事業部 

法⼈第１部⻑ 
DX 事業部 
法⼈第２部⻑ 嶋村 謙治 法⼈ビジネス事業部 

法⼈第２部 部⻑代理 
DX 事業部 
法⼈第３部⻑ ⼭﨑 ⾼廣 法⼈ビジネス事業部 

法⼈第２部⻑ 
CX 統括部 グループ戦略室 
エグゼクティブ・エキスパート 秦野 泰道 グループ統括部 統括部⻑代理 

兼 グループ戦略室⻑ 
CX 統括部 システムマネジメント部 
エグゼクティブ・フェロー 神崎 克⼈ 公共第２ビジネス事業部 事業部⻑代理 

DX 事業部 法⼈第１部 
エグゼクティブ・エキスパート 北條 ⼀郎 法⼈ビジネス事業部 事業部⻑代理 

DX 事業部 法⼈第１部 
エグゼクティブ・エキスパート 星野 昌弘 法⼈ビジネス事業部 事業部⻑代理 

 



３．組織図（2022年４⽉１⽇現在）

(注１) 「内部監査室」を「経営監査統括部」に昇格します。
(注２) 「管理統括部」を「経営財務統括部」に統合します。
(注３) 「グループ統括部」を「CX統括部」に改称し、「システムマネジメント部」と

「システム管理部」を移管します。
(注４) 「営業統括部」を「SI営業統括部」と「DX営業統括部」に分割し、「SI営業統括部」

の下に「営業管理部」を新設します。
(注５) 「保険ビジネス事業部」を「⾦融第２ビジネス事業部」に改称します。
(注６) 「法⼈ビジネス事業部」を「DX事業部」に統合し、「法⼈第３部」を新設します。

※ 「CX」は、コーポレートトランスフォーメーション（Corporate Transformation）の略です。
※ 「SI」は、システムインテグレーション（System Integration）の略です。
※ 「DX」は、デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略です。
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