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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 

 

 

機構改革・人事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 

機構改革および人事異動を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．機構改革（2020年4月1日付） 

①モバイルソリューション事業部を新設。モバイルビジネス本部を改編し、営業、設計の一体部門としてモバイル 

事業を推進します。 

②プラットフォームソリューション事業部をデジタルトランスフォーメーション事業部に名称変更し、幅広くデジタル 

トランスフォーメーション(DX)事業を推進します。 

 

２．人事異動（2020年4月1日付） 

氏 名 異動後 異動前 

樋口 正己 

事業開発本部 新事業開発部 部長  

(兼)モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 担当部長  

(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 

企画本部 企画部 部長 

プラットフォームソリューション事業部  

企画本部 企画部 部長  

(兼)経営戦略統括本部 事業開発本部  

新事業開発部 担当部長  

(兼)モバイルビジネス本部 担当部長  

(兼)AI・IoT事業推進本部 担当部長 

山上 幸一 事業開発本部 新事業開発部 担当部長 
経営戦略統括本部 事業開発本部  

担当部長 

小林 義行 モバイルソリューション事業部 事業部長 
産業・流通システム事業部 副事業部長 

(兼)モバイルビジネス本部 本部長 

村松 茂 

モバイルソリューション事業部  

モバイル営業本部 本部長  

(兼)経営戦略統括本部 経営企画本部  

担当本部長 

営業統括本部 イノベーション営業推進 

センタ センタ長（本部長）  

(兼)経営戦略統括本部 事業開発本部  

担当本部長  

(兼)モバイルビジネス本部 担当本部長 

西野 敏行 
モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 本部長 

経営戦略統括本部 事業開発本部 本部長 

(兼)モバイルビジネス本部 担当本部長 

西村 良司 
モバイルソリューション事業部  

モバイル営業本部 モバイル営業部 部長 

経営戦略統括本部 事業開発本部  

担当部長 
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氏 名 異動後 異動前 

坂本 英昭 

モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 モバイルビジネス部 

チーフコンサルタント 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第4部  

チーフコンサルタント 

渡辺 温司 

営業統括本部 企画本部  

日立グループ推進部 部長 

(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

㈱日立製作所 

松田 雅弘 

営業統括本部 DX推進センタ  

センタ長(本部長) 

(兼)モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 担当本部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

営業統括本部 イノベーション営業推進 

センタ 副センタ長（本部長） 

(兼)モバイルビジネス本部 担当本部長 

(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

伊藤 晃好 
営業統括本部 DX推進センタ  

ソリューションマーケティング部 部長 

営業統括本部  

イノベーション営業推進センタ  

アライアンス・プロモーション部 部長 

井出 修 
営業統括本部 DX推進センタ  

インサイドセールス部 部長 

営業統括本部  

イノベーション営業推進センタ  

インサイドセールス部 部長 

柏 雅芳 

営業統括本部 DX推進センタ  

決済サービス営業部 部長 

(兼)金融第一システム事業部  

決済サービス本部 事業推進部 担当部長 

サービス事業部 決済サービス本部 

営業部 部長 

藤瀬 憲一郎 

営業統括本部 サムポローニア本部  

企画部 部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

㈱日立ソリューションズ 

小林 正明 営業統括本部 第1営業本部 本部長 

営業統括本部 第4営業本部 担当本部長 

(兼)営業統括本部 第4営業本部 第1部  

部長 

藤森 仁 営業統括本部 第1営業本部 第2部 部長 営業統括本部 第3営業本部 第1部 部長 

新畑 裕子 
営業統括本部 第2営業本部 第1部  

担当部長 

営業統括本部 第2営業本部 第1部  

第1グループ 部長代理 

中熊 祐介 営業統括本部 第3営業本部  本部長 営業統括本部 第1営業本部 第2部 部長 

三友 義明 営業統括本部 第3営業本部 第1部 部長 
営業統括本部 第1営業本部 第2部  

第1グループ 部長代理 

近岡 敦 営業統括本部 第4営業本部 本部長 営業統括本部 第4営業本部 第2部 部長 

宇都宮 宏之 営業統括本部 第4営業本部 第1部 部長 
営業統括本部 第4営業本部 第1部  

担当部長 

竹内 秀弥 
営業統括本部 第4営業本部 第1部  

担当部長 

営業統括本部 第4営業本部 第1部  

第3グループ 部長代理 

鈴木 正光 
営業統括本部 第4営業本部 第2部 部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 
㈱日立ソリューションズ 
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氏 名 異動後 異動前 

大石 康弘 

北陸ビジネスセンタ センタ長（本部長）  

(兼)北陸ビジネスセンタ 第1部 部長 

(兼)モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 担当本部長 

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  

(兼)プラットフォームソリューション事業部  

AI・IoT事業推進本部 本部長 

新谷 佳弘 北陸ビジネスセンタ 担当部長 
北陸ビジネスセンタ 第1部 第1グループ 

GL主任技師 

松木 喜代美 北陸ビジネスセンタ 企画部 部長 北陸ビジネスセンタ 第2部 担当部長 

白木 俊彦 

執行役員 金融第一システム事業部  

事業部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

㈱日立製作所 

室園 慶太 
金融第一システム事業部  

第1ソリューション本部 第2部 担当部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

山本 弘樹 
金融第一システム事業部  

第1ソリューション本部 第3部 部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

河合 厚志 
金融第一システム事業部  

第1ソリューション本部 第3部 担当部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部  

第1グループ ＧＬ主任技師 

吉田 敏昭 
金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 部長  

(兼)金融第一システム事業部 企画本部  

事業企画部 担当部長 

渋谷 憲和 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部  

第2グループ 主任技師 

(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

佐藤 俊治 
金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第3部 部長 

伊藤 公裕 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第3部 部長  

(兼)金融第一システム事業部 企画本部  

事業企画部 担当部長 

金融第一システム事業部  

第2ソリューション本部 第4部 部長 

松崎 貴幸 

金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部  

チーフアプリケーションスペシャリスト 

金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 担当部長 

山田 有里 
金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第3部 部長 

金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第3部 担当部長 

田村 和之 
金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第4部 部長 

金融第一システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部  

第1グループ GL主任技師 
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氏 名 異動後 異動前 

鍵廣 政範 

金融第一システム事業部  

決済サービス本部 本部長  

(兼)金融第一システム事業部  

決済サービス本部 事業推進部 部長   

(兼)金融第一システム事業部  

決済サービス本部 業務部 部長 

サービス事業部 決済サービス本部 本部長 

(兼)サービス事業部 決済サービス本部  

事業推進部 部長   

(兼)サービス事業部 決済サービス本部  

業務部 部長 

黒木 均 

執行役員 金融第二システム事業部  

事業部長  

(兼)全社運動推進本部 副本部長 

金融第二システム事業部 事業部長 

田口 英春 
金融第二システム事業部  

第1ソリューション本部 第1部 部長 

金融第二システム事業部  

第1ソリューション本部 第1部 担当部長 

高木 一成 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 担当本部長 

(兼)金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 部長 

(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

㈱日立製作所 

大瀬 和也 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

(兼)金融第一システム事業部 企画本部  

事業企画部 担当部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 部長 

平川 博章 
金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第4部 担当部長 

富田 千尋 
金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 担当部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第3部 部長   

(兼)金融第一システム事業部 企画本部  

事業企画部 担当部長 

幸 克巳 
金融第二システム事業部  

第3ソリューション本部 担当本部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 担当本部長 

寺田 末廣 

金融第二システム事業部  

第3ソリューション本部 本部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

 ㈱日立製作所 

白木 和弘 

金融第二システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 部長 

(兼)金融第一システム事業部 企画本部  

事業企画部 担当部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

土肥 郁夫 
金融第二システム事業部  

第3ソリューション本部 第2部 部長 

金融第二システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

後藤 浩美 
金融第二システム事業部  

第3ソリューション本部 第2部 担当部長 

金融第二システム事業部  

第1ソリューション本部 第1部 部長 
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氏 名 異動後 異動前 

村上 健 
社会・公共システム事業部  

企画本部 本部長 

社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 本部長 

鈴木 誠司 

社会・公共システム事業部  

企画本部 企画部 部長  

(兼)モバイルソリューション事業部  

モバイルビジネス本部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第2部 部長 

福地 正興  

社会・公共システム事業部  

第1ソリューション本部 担当本部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

 ㈱日立製作所 

田之畑 裕二 
社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 本部長 

社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 担当本部長  

(兼)社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

舟橋 信晃 
社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 部長 

社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

坂本 泰彦 
社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部  

第6グループ GL主任技師 

両角 修平 

社会・公共システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 担当部長 

(兼)社会・公共システム事業部 企画本部 

事業推進部 担当部長  

(兼)情報セキュリティセンタ  

情報セキュリティ推進部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第2部 担当部長  

(兼)社会・公共システム事業部 企画本部 

新事業推進部 担当部長  

(兼)情報セキュリティセンタ  

情報セキュリティ推進部 担当部長 

島林 誠 
社会・公共システム事業部  

第3ソリューション本部 第2部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第3ソリューション本部 

第2部 第2グループ GL主任技師 

(兼)経営戦略統括本部 事業開発本部  

社会イノベーションプロジェクト 主任技師 

宮崎 敦 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 担当本部長 

(兼)社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第2部 部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第3部 部長 

(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

加藤 久繁 
社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第1部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 

第2部 第2グループ GL主任技師 

(兼)経営戦略統括本部 事業開発本部  

社会イノベーションプロジェクト 主任技師 

山本 輝彦 
社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第2部 担当部長 

社会・公共システム事業部  

第4ソリューション本部 第3部 担当部長 
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氏 名 異動後 異動前 

立石 寿郎 
常務執行役員 産業・流通システム事業部   

事業部長 

執行役員 産業・流通システム事業部    

事業部長 

高橋 修一 
産業・流通システム事業部 副事業部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 
㈱日立ソリューションズ 

中嶋 義弘 産業・流通システム事業部 副事業部長 産業・流通システム事業部 主管技師長 

相部 竜一 
産業・流通システム事業部 主管技師長 

(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 
㈱日立ソリューションズ 

佐々木 毅明 
産業・流通システム事業部  

第1ソリューション本部 第2部 部長 

産業・流通システム事業部  

第2ソリューション本部 第３部 部長 

齋藤 源治 
産業・流通システム事業部  

第1ソリューション本部 第1部 部長 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第2部  

第2グループ GL主任技師 

堀川 浩一 
産業・流通システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部 担当部長 

産業・流通システム事業部  

第2ソリューション本部 第1部  

第2グループ GL主任技師 

古澤 克仁 
産業・流通システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部 担当部長 

産業・流通システム事業部  

第2ソリューション本部 第2部  

第2グループ GL主任技師 

浅野 孝一郎 
産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 部長 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 担当部長 

鈴木 英樹 
産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第3部 部長 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 部長 

中川 啓 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第3部 担当部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第1部 主任技師 

(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

鈴木 徹雄 
産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 第3部 担当部長 

産業・流通システム事業部  

第3ソリューション本部 

第1部 第1グループ GL主任技師 

(兼)産業・流通システム事業部 企画本部 企

画部 事業企画グループ 主任技師 

加藤 友哉 

産業・流通システム事業部  

中部ソリューション本部 担当本部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

㈱日立ソリューションズ 

櫻井 英典 
産業・流通システム事業部  

関西ソリューション本部 第2部 担当部長 

産業・流通システム事業部  

関西ソリューション本部 第1部  

第2グループ GL主任技師 

田中 雅則 

執行役員  

デジタルトランスフォーメーション事業部  

事業部長 

(兼)事業開発本部 本部長 

プラットフォームソリューション事業部  

事業部長 
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氏 名 異動後 異動前 

芝 修 

デジタルトランスフォーメーション事業部   

副事業部長  

(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 

AI･IoT事業推進本部 本部長 

プラットフォームソリューション事業部  

副事業部長 

宮田 信治 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

企画本部 本部長 

プラットフォームソリューション事業部  

企画本部 本部長 

久保木 満 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

セキュリティビジネス本部 本部長  

(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 

セキュリティビジネス本部  

セキュリティビジネス推進センタ センタ長 

プラットフォームソリューション事業部  

セキュリティ事業推進本部 本部長 

和田 明利 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

セキュリティビジネス本部  

セキュリテイサービス部 部長 

プラットフォームソリューション事業部  

セキュリティ事業推進本部  

セキィリティサービス部 部長 

虎熊 克 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

セキュリティビジネス本部  

セキィリティソリューション部 部長 

プラットフォームソリューション事業部  

セキュリティ事業推進本部  

セキィリティソリューション部 部長 

中矢 雄志 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

AI･IoT事業推進本部 AIソリューション部 

部長  

(兼)技術統括本部  

ITプロセスサポートセンタ AI技術研究部 

担当部長 

プラットフォームソリューション事業部  

AI･IoT事業推進本部 AI･IoT推進部  

担当部長  

(兼)プラットフォームソリューション事業部  

企画本部 企画部 担当部長 

(兼)技術統括本部  

ITプロセスサポートセンタ AI技術研究部 

担当部長 

北林 久義 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

AI･IoT事業推進本部 IoTソリューション部 

部長 

プラットフォームソリューション事業部  

AI･IoT事業推進本部 AI･IoT推進部 部長 

外山 和良 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

デジタルソリューション本部 本部長 

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 担当本部長 

井本 勝広 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

デジタルソリューション本部 第1部 部長 

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 第4部 部長  

(兼)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 第1部 部長 

原田 達夫 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

デジタルソリューション本部 第2部 部長 

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 第2部 部長 

小原 博利 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

デジタルソリューション本部 第3部 部長 

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 第3部  

第1グループ GL主任技師 

堀添 毅 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

デジタルソリューション本部 第4部 部長 

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 第3部 部長 
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氏 名 異動後 異動前 

杉崎 茂 
デジタルトランスフォーメーション事業部  

プラットフォームソリューション本部 本部長 

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 

犬山 幹 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

プラットフォームソリューション本部 第1部 

部長 

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 第1部 部長 

山本 栄次 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

プラットフォームソリューション本部 第2部 

部長 

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 第2部 部長 

上田 純 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

プラットフォームソリューション本部 第3部 

部長 

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 第3部 部長 

鎌倉 幸司郎 

デジタルトランスフォーメーション事業部  

プラットフォームソリューション本部 第4部 

部長 

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 第2部  

第2グループ GL主任技師 

渡辺 丈士 
執行役員 技術統括本部 統括本部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 
㈱日立製作所 

千種 実 
技術統括本部 統括副本部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 
㈱日立ソリューションズ 

菅原 伸次 

技術統括本部 主管技師  

(兼)経営戦略統括本部 経営企画本部  

グローバル推進部 部長 

技術統括本部 情報セキュリティセンタ  

情報セキュリティ推進部  

チーフセキュリティスペシャリスト  

(兼)経営戦略統括本部 経営企画本部  

担当部長 

中島 裕介 

技術統括本部 品質保証本部 第2部 部長 

(兼)技術統括本部 品質保証本部 第5部 

担当部長 

技術統括本部 品質保証本部 第2部  

第3グループ 主任技師 

高林 秀明 

技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 

第2部 部長 

(但し、㈱日立製作所より転籍) 

㈱日立製作所 

梅村 豊彦 
技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 

第3部 部長 

技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 

第2部 部長 

驛田 英次 
技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 

ナレッジマネジメント推進部 担当部長 

技術統括本部 情報セキュリティセンタ  

情報セキュリティ推進部 部長 

熊澤 重春 業務統括本部 業務サービス本部 本部長 

業務統括本部 調達本部 本部長  

(兼)業務統括本部 業務サービス本部  

担当本部長  

(兼)業務統括本部 調達本部 企画・管理部 

部長 

橋口 海郎 
業務統括本部 業務サービス本部   

担当本部長 
営業統括本部 第3営業本部 本部長 
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氏 名 異動後 異動前 

門馬 敦 
業務統括本部 業務本部 事務センタ  

センタ長（部長） 

営業統括本部 企画本部  

日立グループ推進部 部長 

植田 茂 
業務統括本部 調達本部 本部長 

(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 
㈱日立ソリューションズ 

高崎 秀昭 

業務統括本部 調達本部 管理部 部長 

(兼)業務統括本部 業務サービス本部  

調達サービス部 担当部長 

サービス事業部 管理部 部長 

生地 克成 業務統括本部 調達本部 調達部 担当部長 
業務統括本部 業務本部 日立業務部  

担当部長 

鈴木 慶介 財務本部 財務部 部長 

財務本部 経理部 部員(課長) 

(但し、㈱日立ソリューションズ西日本へ 

出向差出) 

佐藤 幸市 
執行役員 人事創夢本部 本部長  

(兼)経営戦略統括本部 統括本部長 

経営戦略統括本部 統括本部長  

(兼)人事創夢本部 本部長 

田中 亜友子 
人事創夢本部   

Employee Happiness推進部 担当部長 

経営戦略統括本部 事業開発本部  

新事業開発部 部長 

鈴木 英司 

人事創夢本部 総務部 部長  

(兼)技術統括本部 情報セキュリティセンタ 

情報セキュリティ推進部 担当部長 

人事創夢本部 人事部 部長 

齋藤 昌宏 創夢サポートセンタ センタ長 

人事創夢本部 総務部 担当部長  

(兼)技術統括本部 情報セキュリティセンタ 

情報セキュリティ推進部 担当部長 

北熨斗 剛平 監査室 部長 財務本部 財務部 部長 

 

 

 ＜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 
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【ご参考】2020年4月1日付 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役社長

経営戦略統括本部 経営企画本部 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
事業開発本部

第2ソリューション本部

モバイルソリューション事業部 モバイル営業本部 第3ソリューション本部

モバイルビジネス本部 中部ソリューション本部

関西ソリューション本部
営業統括本部 企画本部

DX推進センタ デジタルトランスフォーメーション事業部 企画本部

サムポローニア本部 セキュリティビジネス本部

第1営業本部 AI・IoT事業推進本部

第2営業本部 デジタルソリューション本部

第3営業本部 プラットフォームソリューション本部

第4営業本部
技術統括本部 品質保証本部

関西ビジネスセンタ プロジェクトマネジメント本部

中部ビジネスセンタ ITプロセスサポートセンタ

北陸ビジネスセンタ IT本部

情報セキュリティセンタ
金融第一システム事業部 企画本部

第1ソリューション本部 業務統括本部 業務サービス本部

第2ソリューション本部 業務本部

第3ソリューション本部 調達本部

決済サービス本部
財務本部

金融第二システム事業部 第1ソリューション本部
人事創夢本部

第2ソリューション本部

第3ソリューション本部 監査室

社会・公共システム事業部 企画本部 全社運動推進本部

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


