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2019年 3月27日 

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

役員の異動に関するお知らせ 

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト (本社：東京都品川区、取締役社長：西條 洋／以下、 

日立ソリューションズ・クリエイト）は、2019年3月27日の臨時株主総会において、取締役及び監査役の異

動について下記のとおり決議しましたのでお知らせします。  

記 

１．新任取締役【2019年4月 1日付】（ ）は現職 

取締役   小野 龍治 (株式会社日立ソリューションズ東日本 取締役 常務執行役員） 

取締役   髙橋 賢二 (当社 執行役員 営業統括本部 統括本部長） 

取締役   平野 仁一 (株式会社日立ソリューションズ 執行役員 

   クロスインダストリソリューション事業部 事業部長） ※1

取締役   安部 正和 (株式会社日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 

  アプリケーションサービス事業部 事業主管）※2

取締役  南 章一  (株式会社日立製作所 金融ビジネスユニット  

金融第二システム事業部 金融システム第一本部 本部長）※3 

※1 2019年4月1日付にて、株式会社日立ソリューションズ 常務執行役員 

ビジネスイノベーション事業部 事業部長に異動。 

※2 2019年4月1日付にて、株式会社日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 

アプリケーションサービス事業部 事業部長に異動。 

※3 2019年4月1日付にて、株式会社日立製作所 金融ビジネスユニット 金融第二システム事業部 

事業主管に異動。 

２．退任取締役【2019年3月 31日付】（ ）は現職 

西條 洋   （代表取締役 取締役社長） 

  松井 清行    （取締役） 

森田 英嗣    （取締役） 

  久保田 健二  （取締役） 
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３．新任監査役【2019年4月 1日付】（ ）は現職 

 監査役   中村 清文 （株式会社日立ソリューションズ 財務本部 財務部 部長） 

 

４．退任監査役【2019年3月 31日付】（ ）は現職 

 砂山 和廣  （監査役） 

 

５．2019年4月 1日付 取締役体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 2019年4月 1日取締役会において、代表取締役 取締役社長に選任予定。 

 

６．2019年4月 1日付 監査役体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

役職名 氏 名 

取 締 役（非常勤） 平野 仁一 

取 締 役（非常勤） 山橋 哲也 

取 締 役（非常勤） 安部 正和 

取 締 役（非常勤） 櫻澤 麻美 

取 締 役（非常勤） 南 章一 

役職名 氏 名 

取 締 役 竹田 広光 ※4 

取 締 役 小野 龍治 

取 締 役 髙橋 賢二 

取 締 役 桑田 哲郎 

役職名 氏 名 

監 査 役 市川 雅彦 

監 査 役（非常勤） 中村 清文 
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＜ご参考＞ 

新任者の略歴 

氏  名：小野 龍治（おの りゅうじ） 

生年月日：1957年 9月 5日 

略  歴：1982年 4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社 入社 

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

      2002年 7月 株式会社日立システムアンドサービス（現 株式会社日立ソリューションズ） 

公共システムサービス事業部 東京公共本部 社会システム部 部長 

      2010年10月 株式会社日立ソリューションズ 産業・流通システム事業本部 

                       第１産業・流通システム事業部 東京産業本部 第４システム部 部長 

      2011年 4月 同社 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部  

ＡＰソリューション本部 本部長 

2013年 4月 同社 理事 産業・流通システム事業本部 ビジネスソリューション事業部 

事業部長 

2016年 4月 同社 執行役員 産業イノベーション事業部 事業部長 

           2018年 4月 株式会社日立ソリューションズ東日本 取締役 常務執行役員（現在） 

 

 

氏  名：髙橋 賢二（たかはし まさつぐ） 
生年月日：1960年 1月27日 

略  歴：1982年 4月  株式会社日立製作所 入社 

       2003年 4月 同社 情報・通信グループ 金融第二事業部 第一本部 第二部  

チーフマーケティングマネージャ 

       2010年 4月  同社 情報・通信システム社 ゼネラルマーケットビジネス統括本部 

             パートナービジネス第一営業本部 担当本部長 

       2013年 4月 株式会社日立ソリューションズ 営業統括本部 保険証券営業本部 本部長 

       2014年 4月 同社 理事 営業統括本部 産業営業本部 本部長 

       2017年 4月 同社 理事 営業統括本部 副統括本部長 

2018年 4月 当社 執行役員 営業統括本部 統括本部長（現在） 
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氏  名：平野 仁一（ひらの じんいち） 
生年月日：1961年 8月12日 

略  歴：1984年 4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

       2006年 4月 同社 テレコムシステム事業部 テレコムシステム本部 第４システム部 部長 

       2008年10月 同社 通信メディアサービス事業部 第３通信メディアサービス本部 本部長 

2010年10月 同社 第２産業・流通システム事業部 第４システム本部 本部長 

2011年 4月 同社 社会・公共システム事業本部 社会システム事業部 

社会システム第３本部 本部長 

2014年 4月 同社 社会・公共システム事業本部 社会システム第２事業部 事業部長 

2015年 4月 同社 通信・メディアシステム事業部 事業部長 

2017年 4月 同社 執行役員 クロスインダストリソリューション事業部 事業部長（現在） 

 

 

氏  名：安部 正和（あべ まさかず） 
生年月日：1967年 4月20日 

略  歴：1990年 4月 株式会社日立製作所 入社 

      2005年10月 同社 情報・通信グループ アプリケーション開発事業部  

            金融アプリケーション開発本部 第二システム設計部 担当部長 

            2010年10月 同社 情報・通信システム社 アプリケーション開発事業部 

            第一開発本部 担当本部長 

      2014年 4月 同社 情報・通信システム社 システムソリューション事業本部 

            アプリケーションサービス事業部 第一アプリケーション本部 本部長 

            2015年10月 同社 情報・通信システム社 公共システム事業部 

             全国公共システム第三本部 担当本部長 

             2017年 4月 同社 システム＆サービスビジネス統括本部 

アプリケーションサービス事業部 事業主管（現在） 
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氏  名：南 章一（みなみ しょういち） 
生年月日：1964年 4月 5日 

略  歴：1989年 4月 株式会社日立製作所 入社 

      2004年10月 同社 情報・通信グループ 金融ソリューション事業部 

            ＮＥＸＴＣＡＰソリューション本部 ソリューション企画部 部長 

      2012年10月 同社 情報・通信システム社 金融システム事業部 

金融システム第三本部 本部長 

2015年 4月 同社 情報・通信システム社 金融システム事業部 

金融システム第五本部 本部長 

       2016年 4月 同社 金融ビジネスユニット 金融システム事業部 

金融システム第五本部 本部長 

2017年 4月 同社 金融ビジネスユニット 金融第二システム事業部 

金融システム第一本部 本部長（現在） 

 

 

氏  名：中村 清文（なかむら きよふみ） 
生年月日：1964年 5月28日 

略  歴：1988年 4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

       2004年 4月 同社 グループ会社室 部長代理 

       2005年10月 同社 財務本部 経理部 会計第２課 課長 

       2010年10月 同社 財務統括本部 第２財務本部 第２財務部 担当部長 

       2015年 4月 同社 財務本部 財務部 部長（現在） 

 
 
 
 
 
 

 ＜お問い合わせ先＞ 

担当部署：法務･コンプライアンス部 広報・CSRグループ 担当：納富、大居  

Tel：03-5780-0266  Fax：03-5780-7630  E-mail：hsc-koho@hitachi-solutions.com 

 
 

以 上 


