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2019年 2月 6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︓2019年 4月 1日） 
2．部長異動について （発令日︓2019年 4月 1日） 
3．機構改革について （発令日︓2019年 4月 1日） 
 

1．役員異動（発令日︓2019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 1事業部長 
兼 第 2事業部長 
コーポレート本部管掌 

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 

後藤 康雄 

常務執行役員 
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 アプリケーションサービス事業本部長 

赤司 浩文 

常務執行役員 
営業本部長 
兼 営業企画推進室長 

常務執行役員 
営業本部長 菱田 茂 

常務執行役員 
コーポレート本部長 

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 

中島 教男 

常務執行役員 
デジタルビジネス本部 副本部長 
兼 ICT サービス事業部長 
兼 デジタルビジネス推進室長 

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 
兼 デジタルビジネス推進室長 

松田 毅 

執行役員 
ビジネスイノベーション事業部長 
兼 ビジネスイノベーション 1部長 

執行役員 
インダストリー事業本部 第 1事業部長 富岡 英俊 

執行役員 
生産革新本部長 
兼 情報システム室長 

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 

工藤 弘明 
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２．部長異動 （発令日︓2019年 4月 1日） 

新  職 旧   職 氏名 

営業本部 営業 1部長 
兼 営業本部 担当部長 

営業本部 営業 1部長 
兼 営業企画推進室長 
兼 営業本部 担当部長 

藤田 聡之 

営業本部 営業 2部長  石山 靖 

営業本部 営業 3部長 営業本部 営業 2部長 原口 武士 

ビジネスイノベーション事業部 
ビジネスイノベーション 1部 担当部長 

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 染矢 啓介 

インダストリー事業本部 担当部長 
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 
担当部長 

原口 毅 

インダストリー事業本部 
第 1事業部 副事業部長 
兼 ビジネスシステム 1部長 

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 若松 義之 

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 3部長 

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 

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 2部長 

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 藤本 晃子 

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

 神谷 栄二 

九州支店 ビジネスイノベーション 2部長 
兼 九州支店 担当部長 

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 

藤原 洋一 

コーポレート本部 経営企画部長 
兼 Z18 プロジェクト推進室長 
兼 コーポレート本部 担当部長 

コーポレート部門 担当部長 片桐 幸一 

コーポレート本部 人事部長 コーポレート部門 経営管理部長 山本 慎治 

コーポレート本部 総務室長  山西 祐男 

コーポレート本部 業務管理センター長 コーポレート部門 業務管理センター長 佐々木 康之 

内部監査室長 
兼 リスク・コンプライアンス室長 内部監査室長 桃田 猛 
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３．機構改革について （発令日︓2019年 4月 １日） 

( 1 ) 主旨 
以下の目的により、組織を再編する。 
1. 顧客製造現場の ICT深耕 
2. 営業体制の強化 
3. 間接部門の専門性強化 

( 2 ) 組織改正の骨子 
1. 「営業本部」の体制見直し 

ストラテジックパートナービジネスおよび IT オファリングサービスへの対応力強化のため、「営業１部」、
「営業２部」の一部業務を移管し、「営業３部」を新設。 

2. 「ビジネスイノベーション事業部」の新設 
顧客製造現場の ICT深耕を目的とした「ビジネスイノベーション事業部」を新設。「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」を移管し、「ビジネスイノベーション１部」に改称。 

3. 「九州支店」の変更 
「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」の顧客製造現場対応機能を「九州
支店」に移管し、「ビジネスイノベーション２部」に改称。 

4. 「生産革新本部」の変更 
「情報システム室」を新設。 

5. 「コーポレート部門」の変更 
「コーポレート部門」を「コーポレート本部」に改称。 
「経営管理部」の人事機能と総務機能を「人事部」と「総務室」に分離。 

6. 「リスク・コンプライアンス室」の新設 
「経営管理部」のリスク、コンプライアンス、セキュリティ機能を移管し、「リスク・コンプライアンス室」を新
設。 

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 


