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2020年3月16日  

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

 

 

 

執行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：竹田 広光 ) は、下記の通り 

執行役員の異動を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．昇任執行役員【2020年 4月1日付】（ ）は現職 

 常務執行役員 立石 寿郎 （執行役員） 

 

２．新任執行役員【2020年 4月1日付】（ ）は現職 

執行役員 黒木 均 （金融第二システム事業部 事業部長） 

執行役員 佐藤 幸市（経営戦略統括本部 統括本部長 兼 人事創夢本部 本部長） 

執行役員 白木 俊彦（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 

金融デジタルイノベーション本部 本部長） 

執行役員 田中 雅則（プラットフォームソリューション事業部 事業部長） 

執行役員 渡辺 丈士（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 

 システム＆サービス事業管理統括本部 統括本部長） 

 

３．退任執行役員【2020年 3月 31日付】（ ）は現職 

 小野 龍治  （常務執行役員）（※） 

 角田 文広 （執行役員）（※） 

 増田 忠幸 （執行役員） 

 

 ※2020年4月1日付にて当社嘱託に就任予定。 
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４．新任執行役員の略歴 

 

氏   名：黒木 均（くろき ひとし） 

生年月日：1961年10月31日 

略   歴：1984年 4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 日立ソリューションズ）入社 

       2007年 4月 株式会社日立システムアンドサービス（現 日立ソリューションズ） 

                証券保険本部 保険第２システム部 担当部長 

       2013年 4月 株式会社日立ソリューションズ 金融システム事業本部 金融システム事業部 

                保険システム本部 担当本部長 

       2015年 4月 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 金融システム事業部 

 金融システム第四本部 担当本部長 

         2016年10月 同社 金融ビジネスユニット 金融システム事業部 金融システム第三本部 本部長 

       2019年 4月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 理事 金融第二システム事業部 

                事業部長（現在） 

 

氏   名：佐藤 幸市（さとう こういち） 

生年月日：1965年 3月27日 

略   歴：1984年 3月 日立西部ソフトウェア株式会社（現 日立ソリューションズ）入社 

       2009年 4月 株式会社日立システムアンドサービス（現 日立ソリューションズ） 

                調達本部 調達部 担当部長 

       2010年 4月 同社 人事総務本部 人事総務部 担当部長 

       2011年 4月 株式会社日立ソリューションズ 人事総務統括本部 人事部 部長 

       2016年 4月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 人事本部 副本部長 

       2017年 4月 同社 人事創夢本部 副本部長 

       2018年 4月 同社 理事 人事創夢本部 本部長 

       2019年 4月 同社 理事 経営戦略統括本部 統括本部長 兼 人事創夢本部 本部長（現在） 

 

氏   名：白木 俊彦（しろき としひこ） 

生年月日：1961年11月16日 

略   歴：1986年 4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 日立ソリューションズ）入社 

       2007年10月 同社 金融システム事業部 金融ソリューション本部 第５金融ソリューション部 

                部長 

       2014年 4月 同社 金融システム事業本部 金融システム事業部 第５本部 本部長 

       2015年 4月 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 金融システム事業部 

                金融ソリューション第二本部 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 金融デジタルイノベーション 

本部 本部長（現在） 

 

 

 

 

 



 
3 

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：https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/ 

 

氏   名：田中 雅則（たなか まさのり） 

生年月日：1960年 5月18日 

略   歴：1983年 4月 日立西部ソフトウェア株式会社（現 日立ソリューションズ）入社 

       2005年10月 株式会社日立システムアンドサービス（現 日立ソリューションズ） 

                関西流通・社会システム部 部長 

       2011年 4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 

                産業ソリューション事業部 東京産業ソリューション本部 本部長 

       2015年 4月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 関西中部統括本部 

                中部ソリューション本部 本部長 

       2018年 4月 同社 プラットフォームソリューション事業部 副事業部長 

       2019年 4月 同社 理事 プラットフォームソリューション事業部 事業部長（現在） 

 

氏   名：渡辺 丈士（わたなべ じょうじ） 

生年月日：1962年 2月18日 

略   歴：1986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 金融ソリューション事業部 ＩＴソリューション本部 

                システム統括部 チーフプロジェクトマネージャ（部長） 

       2009年 4月 同社 情報・通信グループ 金融システム事業部 事業推進本部 本部長 

       2016年10月 同社 ＩＣＴ事業統括本部 システム＆サービス事業管理統括本部 

                プロジェクトマネジメント統括推進本部 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 システム＆サービス事業管理統括本部 

統括本部長（現在） 
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５．当社執行役員体制【2020年4月 1日付】 
 
   （役職ごとに姓の五十音順で記載しています。） 

役職名 氏 名 分 掌 

社長執行役員 竹田 広光 統括 

常務執行役員 髙橋 賢二 営業統括本部、モバイルソリューション事業部 

常務執行役員 立石 寿郎 事業部門統括 

執行役員 稲木 みゆき 業務統括本部、全社運動推進本部 

執行役員 黒木 均 金融第二システム事業部 

執行役員 桑田 哲郎 財務本部、監査室 

執行役員 佐藤 幸市 人事創夢本部、経営戦略統括本部、創夢サポートセンタ 

執行役員 白木 俊彦 金融第一システム事業部 

執行役員 田中 雅則 
デジタルトランスフォーメーション事業部、事業開発本部、 

北陸ビジネスセンタ 

執行役員 松渕 辰生 社会・公共システム事業部 

執行役員 渡辺 丈士 技術統括本部 

 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

担当部署：コーポレート・コミュニケーション部 担当：菅野、大居  

Tel：03-5780-0266(直通)  E-mail：hsc-koho@hitachi-solutions.com 

 

 

以 上 

 


