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2018年 2月 5日 
ＡＪＳ株式会社 

人事異動および機構改革のお知らせ

ＡＪＳ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河﨑 一範）は、下記の通り人事異動およ
び機構改革をお知らせいたします。 

1．役員異動について （発令日：2018年 4月 1日） 
2．部長異動について （発令日：2018年 4月 1日） 
3．機構改革について （発令日：2018年 4月 １日） 

1．役員異動（発令日：2018年 4月 1日） 

新  職 旧   職 氏名 

専務執行役員 
インダストリー事業本部長
兼 第 2事業部長 
コーポレート部門管掌

専務執行役員 
営業本部長 
技術管掌 

後藤 康雄 

常務執行役員 
生産革新本部長 
兼 アプリケーションサービス事業本部長 

常務執行役員 
生産革新本部長 
兼 ERP ソリューション事業部長 
兼 生産革新本部 
イノベーション推進室長

赤司 浩文 

常務執行役員 
デジタルビジネス本部長 
兼 クライアントソリューション部長 

常務執行役員 
IT基盤事業部長 
兼 ライセンスビジネス推進室長 

山崎 和人 

常務執行役員 
営業本部長 

常務執行役員 
ソリューション第 2事業部長 菱田 茂 

常務執行役員 
コーポレート部門長
兼 経営企画部長
兼 Z18 プロジェクト推進室長

常務執行役員 
コーポレート部門長
兼 経営企画部長
兼 業務管理センター長
兼 Z18 プロジェクト推進室長

中島 教男 

常務執行役員 
デジタルビジネス本部 ICTサービス事業部長 （TIS株式会社） 松田 毅 

執行役員 
インダストリー事業本部 第 1事業部長

執行役員 
ソリューション第 1事業部長 富岡 英俊 

執行役員 
デジタルビジネス本部 ICTサービス事業部 
副事業部長 
兼 コーポレートウェアビジネス部長 

IT基盤事業部 副事業部長 
兼 共通システムサービス部長 
兼 延岡 IT基盤センター長 
兼 九州支店 担当部長 

工藤 弘明 



2 

２．部長異動（発令日：2018年 4月 1日） 

新  職 旧   職 氏名 

営業本部 営業 1部長 
兼 営業企画推進室長 

営業本部 営業 1部長 
兼 営業本部 担当部長 藤田 聡之 

営業本部 営業 2部長 営業本部 営業 3部長 原口 武士 

インダストリー事業本部 担当部長 ソリューション第 2事業部 担当部長 浜田 和彦 

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 1部長

ソリューション第 1事業部
ビジネスシステム 1部長 染矢 啓介 

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 2部長

ソリューション第 1事業部
ビジネスシステム 2部長 若松 義之 

インダストリー事業本部
第１事業部 ビジネスシステム 3部長
兼 九州支店 担当部長

ソリューション第 1事業部
延岡ビジネスシテム部長
兼 九州支店 担当部長

藤原 洋一 

インダストリー事業本部
第 2事業部 副事業部長
兼 ビジネスシステム 5部長

ソリューション第 2事業部
ビジネスシステム 4部長 尾関 博之 

インダストリー事業本部
第 2事業部 ビジネスシステム 4部長

ソリューション第 2事業部
ビジネスシステム 3部長 藤本 晃子 

アプリケーションサービス事業本部
ERP ソリューション部長

ERP ソリューション事業部 
ERP ソリューション部長 依田 清孝 

アプリケーションサービス事業本部
GRANDIT ソリューション部長

ソリューション第 2事業部
GRANDIT ソリューション部長 安田 祥二 

アプリケーションサービス事業本部
GRANDIT ソリューション部 担当部長
兼 パッケージサービス部長

生産革新本部 
IT ソリューションセンター長 河面 秀代 

生産革新本部 
IT ソリューションセンター長 天野 一茂 

デジタルビジネス本部 
デジタルビジネス推進室長 

営業本部 営業企画推進室長 
兼 営業 2部長 奥村 浩 

デジタルビジネス本部 ICTサービス事業部 
プラットフォームサービス部長 

IT基盤事業部 
プラットフォームサービス部長 左近 輝行 

理事 
九州支店長 
兼 ICT基盤センター長 
兼 営業本部 副本部長(九州担当) 

九州支店長 
兼 営業本部 副本部長(九州担当) 
兼 ソリューション第 1事業部 副事業部長 
(九州担当) 
兼 生産革新本部 副本部長(九州担当) 
兼 IT 基盤事業部 副事業部長(九州担
当) 
兼 コーポレート部門 副部門長(九州担当) 

壱東 学 

コーポレート部門 業務管理センター長 佐々木 康之 
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３．機構改革について （発令日：2018年 4月 １日） 

(1)主旨
2018年度からの新中期経営計画の達成および将来の更なる成長に向け、

• ＴＩＳインテックグループが掲げる戦略ドメインへの対応力強化
• デジタルビジネスへの対応加速化
• マネジメント力強化

を実現するために事業本部を新設し、それにともなう組織の最適化を実施する。 

(2)組織改正の骨子
① 営業本部体制の見直し

アプリケーション営業の体制効率化のため、営業１部と営業 2部を統合し、概ねアプリケーション担
当部門とインフラ担当部門の 2部門制とする。

② インダストリー事業本部の新設
要員の最適配置を迅速に行い、ストラテジックパートナービジネス拡大を加速化するため、マテリア
ル領域を担当する「第1事業部」と住宅領域およびヘルスケア領域を担当する「第2事業部」を傘
下に持つ「インダストリー事業本部」を新設する。

③ アプリケーションサービス事業本部の新設
IT オファリングサービスへの対応力強化のため、SAPや GRANDIT、自社パッケージソリューションと
いったサービス事業領域を対象とする「アプリケーション事業本部」を新設する。

④ デジタルビジネス事業本部の新設
デジタルビジネス対応を加速化し、フロンティア市場創造ビジネスの創出を目指すため「デジタルビジ
ネス本部」を新設し、「イノベーション推進室」および「ＩＴ基盤事業部」を編入する。

⑤ 九州支店の業務拡大
ビジネスファンクションサービスの強化と拡大のため、「延岡 IT 基盤センター」を IT 基盤事業部から
九州支店に移管する。

以上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ＡＪＳ株式会社 コーポレート部門 経営企画部  和田 
TEL：03-6742-5501   E-mail：info@ajs.co.jp 


