
１．機構改革

（１）事業本部の設置

　　①各事業部門の上位組織として、金融・社会・公共系を管掌する第１事業本部、
　　  産業系を管掌する第２事業本部を置く。
（２）第１事業本部
　　①サムポローニア本部、金融システム事業部、社会・公共システム事業部を統括する。
（３）第２事業本部
　　①産業・流通システム事業部、プラットフォームソリューション事業部を統括する。
（４）モバイルスクエア推進室
　　①モバイルスクエア･プラスの全社事業化に向け、社長直属組織として新設する。
（５）経営企画統括本部
　　①新事業アイデアの事業化プロセスのスピードアップのため、「新事業推進センタ」を 
　　　新設する。
（６）営業統括本部
　　①社内で推進する「働き方改革」をベースに新ソリューションの立上げ・拡販を推進するため、
　　　トータルサポート本部に「拡販推進室」を新設する。
（７）金融システム事業部
　　①第１ソリューション本部第１部を、体制強化及び役割分担明確化のため、
　　　第１部と第４部に分割する。
　　②第３ソリューション本部のプリント関連事業を産業・流通システム事業部へ移管する。
　　③関西・中部統括本部の金融関連事業を移管し、それぞれ第３ソリューション本部
　　　第３部、第４部とする。
　　④第４ソリューション本部第１部を分割し、３部構成とする。
（８）社会・公共システム事業部
　　①公共ソリューション第1本部にマネジメント強化及びプロジェクト推進バックアップのため、
　　　「マネジメントサポート推進部」を新設する。
（９）産業・流通システム事業部
　　①企画本部に「プロジェクト推進センタ」を統合する。
　　②第１ソリューション本部に金融システム事業部のプリント関連事業を移管する。
　　③第２ソリューション本部の販売管理事業ドメインの技術スキルの共有、人的リソース
　　　共有のため、第２部・第４部・第５部を統合する。
　　④第２ソリューション本部第３部の組み込み系事業を、新設するプラットフォーム
　　　ソリューション事業部へ移管する。
　　⑤ＩＴプラットフォーム事業部のモバイル関連事業を移管し、第２ソリューション本部
　　　第３部とする。
　　⑥第３ソリューション本部のＰＳＩ事業を、プラットフォームソリューション事業部
　　　へ移管する。
　　⑦関西・中部統括本部の産業・流通系顧客対応事業を移管し、それぞれ中部ソリューション
　　　本部、関西ソリューション本部とする。
（１０）プラットフォームソリューション事業部
　　①ＩＴプラットフォーム事業部の日立（ＩＣＴ事業統括本部）対応事業、産業・流通システム
　　　事業部のＰＳＩ事業、組み込み系事業を集約し、プラットフォームソリューション事業部と
　　　する。
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（１１）関西・中部統括本部
　　①地域での管理、統括から、対応業種・業務毎の管掌とするため、関西・中部統括本部
　　　を廃止する。
（１２）技術統括本部
　　①プロジェクトマネジメント本部の生産技術グループを、生産技術部門強化のため
　　　生産技術部とする。
（１３）業務統括本部
　　①業務改革センタを廃止し、社内業務システム業務、ＩＴサービス及びヘルプデスク業務
　　　をＩＴ本部へ移管する。
（１４）人事創夢本部
　　①人事本部とコーポレートサポート本部を統合し、「人事創夢本部」とする。
　　②コンプライアンス推進センタに広報・ＣＳＲ、ダイバーシティ推進関連を統合し、
　　　「ＣＳＲ・コンプライアンス部」に改称する。
（１５）働き方改革推進本部
　　①働き方改革の一層の推進のため、「働き方改革推進本部」を新設し、「改革推進部」
　　　「分散職場支援センタ」を置く。

２．人事異動 　　（注）アンダーラインは新任を示す。
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新　　職 現　　職 氏　　名

経営企画統括本部 経営企画本部 本部長
(兼)経営企画統括本部 新事業推進センタ
副センタ長

経営企画統括本部 経営企画本部 副本部長
鎌田　義弘
ｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾛ

2017年3月31日付 退職

営業統括本部
ソリューション第１営業本部
第４営業部 部長

営業統括本部
ソリューション第１営業本部
第２営業部 第２グループ 部長代理

武田　淳
ﾀｹﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ

営業統括本部
ソリューション第３営業本部
第１営業部 担当部長

営業統括本部
ソリューション第３営業本部
第１営業部 第１グループ 部長代理

山際　秀明
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

営業統括本部 統括本部員
(兼)サムポローニア本部 担当本部長 土村

ﾂﾁﾑﾗ
　昌

ﾏｻ
夫
ｵ

営業統括本部 運営企画本部 本部長
((株)日立製作所より転籍)

営業統括本部 運営企画部 部長
(但し、(株)日立製作所より出向受入) 河原　俊幸

ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾕｷ

金融システム事業部
第２ソリューション本部 本部員
((株)日立製作所へ出向差出)

金融システム事業部
第２ソリューション本部
第１部 部員
((株)日立製作所へ出向差出)

吉岡　範行
ﾖｼｵｶ　ﾉﾘﾕｷ

金融システム事業部
第３ソリューション本部 本部長

金融システム事業部
第３ソリューション本部
担当本部長

村上　健
ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ

第１事業本部 事業本部長
(兼)全社運動推進本部 本部長

(株)日立製作所
竹田　広光
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

金融システム事業部 事業部員
金融システム事業部
第３ソリューション本部
本部長

内山　陽一朗
ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

金融システム事業部
第３ソリューション本部
担当本部長

関西・中部統括本部
関西ソリューション本部
第１部 部長

幸　克巳
ﾕｷ ｶﾂﾐ
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金融システム事業部
第３ソリューション本部
第４部 担当部長

関西・中部統括本部
中部ソリューション本部
第１部 第１グループ 主任技師

岸田　哲也
ｷｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

新　　職 現　　職 氏　　名

社会・公共システム事業部
社会ソリューション第１本部
第２部 担当部長

社会・公共システム事業部
社会ソリューション第１本部
第２部 主任技師

中村　一石
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｲｼ

社会・公共システム事業部
社会ソリューション第１本部
第３部 担当部長

社会・公共システム事業部
社会ソリューション第１本部
第３部 第１グループ 主任技師

藤沢　隆弘
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ

社会・公共システム事業部 事業部長 (株)日立製作所
小玉　陽一郎
ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

産業・流通システム事業部 副事業部長
(兼)産業・流通システム事業部 企画本部
本部長

産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部 本部長 倉田　祐作

ｸﾗﾀ ﾕｳｻｸ

2017年3月31日付 退職
産業・流通システム事業部 事業部員
((株)ｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ兼務出向差出) 広沢　勧

ﾋﾛｻﾜ ｽｽﾑ

第２事業本部 事業本部長
(兼)経営企画統括本部 統括本部長

社会・公共システム事業部 事業部長
吉田　靖志
ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ

産業・流通システム事業部 事業部長
(兼)モバイルスクエア推進室 室長

(株)日立ソリューションズ
立石　寿郎
ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ

産業・流通システム事業部
中部ソリューション本部 本部長
((株)日立ソリューションズより転籍)

関西・中部統括本部
中部ソリューション本部
第３部 部長
((株)日立ソリューションズより出向受入)

堀　和則
ﾎﾘ ｶｽﾞﾉﾘ

産業・流通システム事業部
中部ソリューション本部
第１部 部長
((株)日立ソリューションズより転籍)

関西・中部統括本部
中部ソリューション本部
第３部 第１グループ 主任技師
((株)日立ソリューションズより出向受入)

橋田　泰伸
ﾊｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ

産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部 本部長
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部
担当本部長

産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部 副本部長
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部
担当本部長

森　淳
ﾓﾘ ｱﾂｼ

産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部
担当本部長

産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部
第３部 部長

久保田　誠司
ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ

産業・流通システム事業部
関西ソリューション本部 本部長

関西・中部統括本部
関西ソリューション本部
担当本部長

北村　裕行
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

産業・流通システム事業部
関西ソリューション本部
担当本部長

関西・中部統括本部
関西ソリューション本部
担当本部長

塔下　哲司
ﾄｳｹﾞ ﾃﾂｼﾞ
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金融システム事業部
第４ソリューション本部
第２部 部長

金融システム事業部
第４ソリューション本部
第１部 第１グループ 主任技師

松岡　正人
ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ
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　＜お問合せ先＞
　　　担当部署：総務部 広報・ＣＳＲグループ（担当：納富、中道）
　　　Tel：03-5780-0266　　Fax:03-5780-7630

以上
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プラットフォームソリューション事業部
事業部長

ＩＴプラットフォーム事業部 事業部長
(兼)モバイルスクエア推進室 室長 木下　博文

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ

プラットフォームソリューション事業部
副事業部長

関西・中部統括本部
関西ソリューション本部 本部長 大川　善彦

ｵｵｶﾜ ﾖｼﾋｺ

新　　職 現　　職 氏　　名

ＩＴプラットフォーム事業部
第２ソリューション本部 本部長
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部
担当本部長

外山　和良
ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ

プラットフォームソリューション事業部
第３ソリューション本部 本部長

産業・流通システム事業部
第３ソリューション本部 本部長 竹内　嘉伸

ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ

プラットフォームソリューション事業部
第１ソリューション本部 本部長

ＩＴプラットフォーム事業部
第１ソリューション本部 本部長 宮田　信治

ﾐﾔﾀ ｼﾝｼﾞ

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 本部長

関西・中部統括本部
中部ソリューション本部 本部長 田中　雅則

ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ

人事創夢本部 副本部長
((株)日立ソリューションズより出向受入)

人事本部 副本部長
((株)日立ソリューションズより出向受入) 佐藤　幸市

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

財務本部 本部長
(兼)内部統制推進室 室長

財務本部 副本部長
(兼)内部統制推進室 室長 山本　義幸

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

人事創夢本部 本部長 人事本部 本部長
山本　寿勝
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶﾂ

2017年3月31日付 退職 関西・中部統括本部 統括本部長
相崎
ｱｲｻﾞｷ

　康成
ｺｳｾｲ

技術統括本部 統括本部長
(兼)経営企画統括本部 新事業推進センタ
センタ長

経営企画統括本部 統括本部長
(兼)経営企画統括本部 経営企画本部
本部長
(兼)技術統括本部 統括本部長

村本　眞治
ﾑﾗﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 担当本部長
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部
担当本部長
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【ご参考】　2017年4月1日付 組織図

5

本社：〒140-0002   東京都品川区東品川四丁目12番6号 

ＴＥＬ：03-5780-6111（代表）    ＦＡＸ：03-5780-7630 

ホームページ：http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/ 

モバイルスクエア推進室

経営企画統括本部 経営企画本部

ナレッジマネジメント本部

新事業推進センタ

営業統括本部 運営企画本部

トータルサポート本部

ソリューション第１営業本部

ソリューション第２営業本部

ソリューション第３営業本部

第１事業本部 サムポローニア本部

金融システム事業部 企画本部

第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

第４ソリューション本部

社会・公共システム事業部 社会ソリューション第１本部

公共ソリューション第１本部

公共ソリューション第２本部

第２事業本部 産業・流通システム事業部 企画本部

第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

中部ソリューション本部

関西ソリューション本部

第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

取締役社長

プラットフォーム
ソリューション事業部

技術統括本部 品質保証本部

プロジェクトマネジメント本部

ＩＴプロセスサポートセンタ

情報セキュリティセンタ

業務統括本部 業務本部

ＩＴ本部

調達本部

財務本部

人事創夢本部

働き方改革推進本部

内部統制推進室

全社運動推進本部


