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2016年2月25日 

各  位 

 

上場会社名 日本ユニシス株式会社    

代表者名  代表取締役社長 黒川 茂  

（コード番号 8056 東証第1部） 

問合せ先  広報部長    上山 広三 

（TEL.03-5546-7404）    

 

日本ユニシスグループ機構改革・人事異動  
（社長交代および代表取締役の異動を含む） 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：黒川 茂、以下 日本ユニシス）は、下記の通り 

機構改革と人事異動を行います。 
 

     １．機構改革（2016年4月1日付） 
 
     ２．役員人事異動 

◆ 社長交代および代表取締役人事（2016年4月1日付） 
      ◆ 取締役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 

◆ 監査役人事（本年6月開催予定の株主総会で承認、正式決定予定） 
◆ 執行役員人事（2016年4月1日付） 

３．人事異動（2016年4月1日付） 
◆ 組織長人事（ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門、インキュベ

ーション部門、経営企画部、組織開発部、業務部、経理部、支社・支店） 
     ◆  子会社社長人事（ユニアデックス、日本ユニシス・ビジネス） 
   

日本ユニシスグループは、2014年12月に新中期経営計画（Innovative Challenge Plan）を策定

しこれを実行すべく、ビジネスイノベーション部門、ビジネスサービス部門、インキュベーシ

ョン部門を柱とした組織改編を実施し順調なスタートを切りました。 
2016 年度は、計画の二年目にあたり、チャレンジと変革のさらなる加速を行うために、ビジ

ネス ICT プラットフォームの推進や営業支援体制を強化し、サービス型ビジネスの創出を拡大

させます。また、労働効率向上による新規ビジネス・技術へのリソースシフトを行うとともに、

組織・人財改革を継続的に推進する機能を強化し、社会や顧客視点の新たな価値を創造できる

風土を醸成するため、機構改革・人事異動を行います。 
 

１．機構改革 【変更日 2016 年 4 月 1 日】 
 

（1）チャレンジと変革の実行強化 
（サービス型ビジネスの加速） 
・サービス型ビジネスを加速するために、IoT、クラウド、標準化などのプラットフォーム 

構築・推進機能をサービス企画部に集約するとともに、マーケティング機能の再編を行う。 
・ビジネスイノベーション部門は第 1、第 2、第 3 ユニットに再編し各ユニットの連携を 
さらに強化することで業種・業界を横断したビジネスエコシステム構築の推進を図る。 

 
（アウトソースサービスの整備） 
・アウトソースサービスのビジネス最適化、収益力向上のために、ビジネスプロセスの整 

備を強化する。 
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（全社プロジェクトの推進） 
・ビジネススピードの加速と実行力強化のために、ビジネスイノベーション部門に既存全社

プロジェクトを移管するとともに、新たに「全社プロジェクト推進部」を設置、新規ビ

ジネス立ち上げを強化する。 
 

（2）風土改革と組織・人財改革の強化 
（風土改革の実行） 
・新たな価値を創造する企業風土とするためにミドルマネジメントのローテーションを実施

する。 
・次世代経営人財育成およびダイバーシティを推進し、変革を実現できる風土を醸成する。 

 
（組織開発機能の新設） 
・2015 年度に検討・試行を進めてきた風土改革、働き方改革、人財改革の推進を強化する

ために、「組織開発部」を新設し統合的に推進する。 
 

（3）組織名称の改称 
組織業務内容の明示化のため、以下のとおり組織名称の呼称変更をする。 
（現組織名）          （新組織名） 
グローバルインキュベーション部  グローバルビジネス部 

 
 

２．役員人事 
 

◆社長交代および代表取締役人事 

本日開催の取締役会において、下記のとおり社長交代および代表取締役人事を決定しました。 
 

（1）異動の理由  現中期経営計画達成のみならず、拡大・成長期と位置付けた2020年度 
をターゲットとした経営体制に移行すべきタイミングと考えるため。 

 
（2）異動の内容 
 
【新任】 

▽平岡 昭良（ヒラオカ アキヨシ） （現：代表取締役専務執行役員) 
新職：代表取締役社長 

 
【退任】 

▽黒川 茂（クロカワ シゲル）  
   旧職：代表取締役社長 

 
※なお、黒川 茂は本年 3 月末日をもって、代表取締役社長を辞任し取締役相談役になるととも

に、本年6月開催予定株主総会終了後に相談役に就任予定。 
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（3）新任代表取締役社長の略歴 
 
 ▽代表取締役社長  平岡 昭良（ヒラオカ アキヨシ） 
 
     生年月日      昭和31年6月6日生 
 

略   歴   昭和55年 4月 日本ユニバック（株） 入社 
         （昭和63年4月 日本ユニシス（株）に社名変更） 

平成13年 7月 当社 asaban.com事業部副事業部長 
平成14年 4月 当社ビジネスアグリゲーション事業部長 
平成14年 6月 当社執行役員 
平成17年 6月 当社取締役常務執行役員 
平成19年 4月 当社取締役上席常務執行役員 
平成19年 6月 当社上席常務執行役員 
平成23年 4月 当社専務執行役員 
平成23年 6月 当社代表取締役専務執行役員 
平成24年 4月 当社代表取締役専務執行役員 

兼 製造流通事業部門長 
平成25年 4月 当社代表取締役専務執行役員 

兼 製造流通事業部門長 
兼 ビジネスイノベーション部門長 

平成27年4月  当社代表取締役専務執行役員（現在） 
      

   所有株式数   18,700株 
 
※なお、平岡 昭良の写真は下記URLを参照願います。 

http://www.unisys.co.jp/press/hiraoka/ 
 
（4）就任予定日 
   2016年4月1日 
 

◆取締役人事 

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しました。なお、本人事は、本年 6 月開

催予定の第72回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。  
（ ）内は現在の役職 

【新任】 
▽取締役 齊藤 昇 （執行役員 兼 ビジネスイノベーション部門 第2ユニット長） 
▽取締役 葛谷 幸司（執行役員 兼 経営企画部長） 
なお、齊藤 昇および葛谷 幸司は本年4月1日をもって、常務執行役員に就任予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 -

◆監査役人事 

本日開催の取締役会において、下記の通り監査役人事を内定しました。なお、本人事は、本年 6 月

開催予定の第72回定時株主総会で承認され、正式決定される予定です。  
（ ）内は現在の役職 

【新任】 
▽監査役 栗山 進至（サービス企画部長） 
 
【退任】（本年6 月開催予定の株主総会終結の時をもって任期満了退任、顧問就任予定） 
▽監査役 原 和弘    
 

◆執行役員人事（2016年4月 1日付） 

新職 旧職 継続職 氏名 
専務執行役員 常務執行役員  向井 丞 
専務執行役員 常務執行役員  向井 俊雄 
執行役員  ビジネスサービス部門 

第5ユニット長 
林 尊 

執行役員  営業経理部長 河野 健介 
なお、向井 丞および向井 俊雄は、代表取締役を継続する。 
 
【退任】（3月末日任期満了後退任予定） 
▽常務執行役員 伊地知 吉徳 [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 
▽常務執行役員 岩田 和洋 [本年4月1日をもって顧問に就任予定] 

 

◆フェロー人事（2016年4月 1日付） 

新職 旧職 継続職 氏名 
フェロー  総合技術研究所長 羽田 昭裕 
 
 
３．人事異動【発令日 2016年4月1日】 
 

◆組織長人事 

 
◆ビジネスイノベーション部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
第1ユニット 
ファイナンシャル第二事業部長 

第1ユニット 
ファイナンシャル第一事業部 
営業統括一部長 

 千葉 真介 

第1ユニット 
ファイナンシャル事業部長 

第1ユニット 
ファイナンシャル第二事業部長

 永島 直史 

第2ユニット 
インダストリサービス第三事業

部長 

第2ユニット 
インダストリサービス第三事業

部 トヨタ営業統括部長 

 佐藤 秀彰 

 



 - 5 -

◆ビジネスサービス部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

第1ユニット 
金融システム第二本部長 

第1ユニット 
金融システム第二本部 
統括一部長 

 宮田 勲 

第1ユニット 
金融システム第三本部長 

第1ユニット 
郵政システム本部長 

 佐々木 貴司 
 

第2ユニット 
流通システム本部長 

第2ユニット 
流通システム本部 
第二統括部長 

 荻野 進 

第3ユニット 
公共システム本部長 

第3ユニット 
公共システム本部 
第一統括部長 

 高井 健志 
 

第4ユニット 
アドバンスド技術統括部長 

第1ユニット 
郵政システム本部 
統括一部長 

 須貝 達也 

第4ユニット 
サービス企画部長 

インキュベーション部門 
総合マーケティング部長 

 森口 秀樹 

第5ユニット 
情報システムサービス部長 

第1ユニット 
金融システム第二本部長 

 星 恒夫 

 
◆インキュベーション部門  

新職 旧職 継続職 氏名 
総合マーケティング部長 ビジネスイノベーション部門 

第2ユニット 
インダストリサービス第一事業

部 営業一部長 

 古林 幹教 

全社プロジェクト推進部長 決済イノベーションプロジェク

ト長 
 富田 孝志 

グローバルビジネス部長 ビジネスイノベーション推進部

事業クリエーション室長 
 倉田 菜生子 

DXNビジネス推進部長 ビジネスイノベーション部門 
第1ユニット 
郵政プロジェクト長 

 柴田 光宏 

 
◆経営企画部 

新職 旧職 継続職 氏名 
経営企画部長 経営企画部 経営企画室長  伊藤 佳美 

 
◆組織開発部 

新職 旧職 継続職 氏名 
組織開発部長 人事部 人財イノベーション室

長 
 白井 久美子 
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◆業務部 
新職 旧職 継続職 氏名 

業務部長 インキュベーション部門 
マーケティングイノベーション

プロジェクト長 

 藤戸 哲也 

 
◆経理部 

新職 旧職 継続職 氏名 
経理部長 業務部 グループ内部統制室長  寺西 裕二 
 
◆支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
関西支社長 ビジネスイノベーション部門 

第4ユニット長 
執行役員 兵働 広記 

九州支社長 ビジネスイノベーション部門 
第2ユニット 
インダストリサービス第三事業

部長 

 松岡 正典 

北海道支店長 ビジネスイノベーション部門 
第3ユニット 
ファイナンシャル第一事業部 
営業一部長 

 田島 誠治 

中国支店長 ビジネスイノベーション部門 
第1ユニット 
ファイナンシャル第三事業部 
金融企画部長 

 比留川 仁 

 
◆子会社社長人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
ユニアデックス 代表取締役社

長 
ユニアデックス 取締役常務執

行役員 
 東 常夫 

日本ユニシス・ビジネス 代表

取締役社長 
日本ユニシス 業務部長 日本ユニシス 

執行役員 
松尾 桂志 

 
 

以上 
 

 

＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

日本ユニシス株式会社 広報部 報道室 小林 

電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
 


