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問合せ先  広報部長    澤上 多恵子 

（TEL.03-5546-7404）    
 

日本ユニシスグループ 
機構改革・人事異動（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：平岡 昭良）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（2020年4月1日付） 
 
２．役員人事 

 ◆代表取締役人事（2020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（2020年4月1日付） 
 

３．人事異動（役員以外）（2020年4月 1日付） 
 ◆業務執行役員人事 
 ◆組織長人事（DX推進部門、ビジネスイノベーション部門、 
  ビジネスサービス部門、コーポレートスタッフ）   
日本ユニシスグループは持続的な成長に向けて、「顧客・パートナーと共に社会を豊かにする価値

を提供し、社会課題を解決する企業」となるため、新たに策定した中期経営計画（Foresight in sight 
2020）を2018年5月に発表し、計画達成に向けグループ一丸となって推進しています。 

 
中期経営計画の2年目は1年目に引き続き順調に進捗しているため、最終年度となる2020年度は大

きな組織改編は行わず、一部の組織変更および人事異動を行い、注力領域を軸としたビジネスモデル

の変革を加速させ、中期経営計画の達成に向けて邁進していきます。 
 
 
１． 機構改革 【変更日 2020 年 4月 1日】 

① DX を促進する各種アセットの社内の各部門への連携を強化していくため、顧客企業全体の DX
（デジタルトランスフォーメーション）推進に特化した専任組織として「DX 推進部門」を新設し

ます。 
② 4 つの注力領域間の連携をさらに強化し、注力領域ビジネスを拡大させることを目的に、「アセッ

トガーディアン」を担当する新事業創出部を、ビジネスイノベーション部門に移管します。 
 
 

２．役員人事 
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◆代表取締役人事（2020 年 4月 1日付） 

本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役人事を決定しました。 
（1）異動の理由 経営体制の若返りを図り、当社代表取締役の役割と責任を明確にし、 

持続的な成長と更なる企業価値の向上を目指すため。 
 
（2）異動の内容 
【昇任】（4 月1 日就任予定）               （ ）内は現在の役職 

▽代表取締役専務執行役員 齊藤 昇（サイトウ ノボル）（取締役常務執行役員） 
生年月日 1961年8月8日生 
経歴  1986年4月 当社入社 

2004年4月 当社産業流通第二事業部長 
2009年4月 当社流通事業部長 
2010年4月 当社流通第二事業部長 
2012年4月 当社ビジネスサービス事業部長 
2013年4月 当社執行役員 
2016年4月 当社常務執行役員 
2016年6月 当社取締役常務執行役員（現） 

所有株式数 8,600 株 

※なお、齊藤 昇は本年4 月1 日をもって、専務執行役員に就任予定。 
 

【退任】 
▽向井 丞（ムカイ ススム） 
旧職：代表取締役 

▽向井 俊雄（ムカイ トシオ） 
旧職：代表取締役 

※なお、向井 丞および向井 俊雄は本年3月末日をもって、代表取締役を辞任し取締役になると 
ともに、専務執行役員を任期満了により退任予定。本年6月開催予定の株主総会終了後に取締 
役を退任予定。 

 
◆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） 

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76 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 永井 和夫 （常務執行役員） 

 なお、永井 和夫は、常務執行役員を継続する。 
 
◆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） 

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76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 寺西 裕二 （営業経理部長） 
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【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後退任予定） 
▽監査役 栗山 進至 

 

◆執行役員人事（2020年 4月 1 日付） 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
常務執行役員 上席執行役員  村田 憲彦 
常務執行役員 執行役員  梅原 一眞 

 
【退任】（3月末日任期満了後退任予定） 
▽執行役員   橋本 博文  
 
 

３．人事異動【変更日 2020 年 4月 1日】 

◆業務執行役員人事 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
業務執行役員 流通ビジネスサービス第一本

部長 
 荻野 進 

業務執行役員  プロセスアウトソ

ーシング本部長 
馬場 定行 

 
 
◆組織長人事 

◆DX推進部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

DXNインキュベーション部長 ビジネスイノベーション部門 
DXNインキュベーション部長 

 比留川 仁 
 

 
◆ビジネスイノベーション部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
新事業創出部長 インキュベーション部門 

新事業創出部長 
業務執行役員 森口 秀樹 

 
 
◆ビジネスサービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
金融ビジネスサービス第一本

部長 
金融ビジネスサービス第一本

部ビジネスサービス二部長 
 井上 慎一 

 
製造ビジネスサービス本部長  業務執行役員 奥山 直哉 
流通ビジネスサービス第一本

部長 
流通ビジネスサービス第一本

部システム一部長 
 藤元 達也 

 
公共ビジネスサービス第一本

部長 
製造ビジネスサービス本部長  高井 健志 
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新職 旧職 継続職 氏名 
ソリューションサービス本部長 BizDevOps部門 

ソリューションサービス本部長 
 坪内 淳 

 
◆コーポレートスタッフ 

新職 旧職 継続職 氏名 
経営企画部長 広報部長  澤上 多恵子 
経理部長 経理部税務・グループ経理室

長 
 上野 研介 

営業経理部長 経理部長  田中 一晶 
Techマーケ＆デザイン企画部

長 
BizDevOps部門 
Tech マーケ＆デザイン企画部

長 

 伊藤 佳美 

広報部長 広報部PR室長  滝澤 素子 
 

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