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平成 30年３月 13日 

各位 

 
 会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク 

代表者名 代表取締役社長  西 本 逸 郎 
（JASDAQ・コード番号：3857） 

問合せ先 コーポレート･コミュニケーション室長 
岩 﨑  勝 

                      電 話 ０ ３ － ６ ７ ５ ７ － ０ １ ０ ７ 

 

  

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年３月13日開催の取締役会において、下記のとおり平成30年４月１日付の組織変更お

よび人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更 

IT市場を取り巻く環境は、今後も急激に変化していくことが予想され、多くの産業においてお客様

自身も変化していくものと思われます。当社は、このような変化に柔軟に対応できる体制とするため、

事業部門について、SI 事業とセキュリティ事業の二本柱で推進してきた従前の機能別本部制を廃し、

営業部門と技術部門を有機的に結びつけ、変化する市場に対し総合的な事業展開を図るべく、全面的

な事業部制に移行します。 

主な変更点は以下のとおりです 

 

（１）事業部制への移行 

① 銀行およびそのグループ会社向けの事業を担う「金融事業部」を新設します。 

② 中部地域の製造業向けの事業を担う「中部事業部」を新設します。 

③ 事業会社、官公庁など向けの事業を担う「エンタープライズ事業部」を新設します。 

④ 事他事業部および営業チャネルへのサイバーセキュリティサービス・商材の提供と、専門性の高

い営業支援を目的に、従前の「サイバーセキュリティ事業部」を再編します。 

 

（２）機能別組織の充実 

① 事業部門を横断する戦略的商材の営業支援を担う「事業統括部」を新設します。 

② マーケティング戦略、新規事業の企画・推進を担う「マーケティング部」を新設します。 

③ 顧客満足度向上の推進機能と、協業会社とのパートナーシップ拡張機能を併せ、事業推進の支援

を担う「ビジネス推進部」を新設します。 

④ 地域事業を推進する「エリアビジネス開発部」を新設します。 

⑤ 役員の渉外調整、部門間・グループ会社間調整機能として「秘書部」を新設します。 

⑥ 従前の総務人事部を機能別に分離した「総務部」と「人事部」を新設します。 
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２．人事の異動 

（１）取締役（社外取締役を除く。） 

氏名 新役職 旧役職 

髙梨 輝彦 取締役会長 同左 

西本 逸郎 
代表取締役社長 執行役員社長  

ＣＴＯ 
同左 

英 秀明 

取締役 常務執行役員 

（経営管理部・財務経理部・業務推進部・ビ

ジネス推進部担当） 

取締役 常務執行役員  

ＩＴプロフェッショナル統括本部長  

兼 同統括本部 サービス推進室長 

齋藤 理 

取締役 常務執行役員 

（事業統括部・マーケティング部・プロジェ

クト開発部・金融事業部・エンタープライ

ズ事業部・サイバーセキュリティ事業部・

中部事業部・エリアビジネス開発部担当） 

取締役 常務執行役員 

（営業本部・通信インフラソリューション本部

担当） 

伊藤 信博 
取締役 常務執行役員 

（総務部・人事部・法務部担当） 

取締役 常務執行役員 

（総務人事・財務経理・業務推進・法務担当） 

小林 義明 

取締役 常務執行役員 

（経営戦略推進部・通信インフラソリューシ

ョン事業部担当） 

経営戦略推進部長  

兼 通信インフラソリューション事業部長 

取締役 常務執行役員  

経営戦略推進部長 

三木 俊明 
取締役 常務執行役員 

（サイバー・グリッド・ジャパン担当） 

取締役 常務執行役員 

（サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ 

スマート・ビジネス・ファクトリ担当） 

 

（２）執行役員 

氏名 新役職 旧役職 

山中 茂生 
常務執行役員 金融事業部長 

兼 事業統括部 ソリューション推進担当 

常務執行役員 ＣＳＯ 事業企画部長 

兼 同部 事業戦略推進室長 

萩原 利彦 常務執行役員 事業統括部長 常務執行役員 営業本部長 

丹代 武 執行役員 秘書部長 執行役員 経営企画部長 

加藤 彰子 執行役員 ＣＩＳＯ リスクマネジメント部長 同左 

川本 成彦 執行役員 経営企画部長 － 

大貫 大輔 
執行役員 経営管理部長 

兼 同部 計数管理室長 

執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

事業統括部長 

出口 光浩 
執行役員 財務経理部長 

兼 同部 財務室長 

執行役員 経営管理部長 

兼 財務経理部長 

兼 財務経理部 財務室長 

水口 賀雄 
執行役員 業務推進部長 

兼 同部 製品購買室長 

執行役員 業務推進部長 

兼 同部 購買室長 

秋山 宜範 
執行役員 ビジネス推進部長 

兼 同部 ＣＳ推進室長 

理事 経営企画部 ＣＳ推進室長 

兼 ＩＴプロフェッショナル統括本部 

野尻 晃史 執行役員 総務部長 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第一部長 

鎌田 寿雄 執行役員 ＣＩＯ 人事部長 
執行役員 ＣＩＯ 人事戦略推進部長 

兼 総務人事部長 
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土屋 奈生 
執行役員 法務部長 

兼 同部 知財室長 
執行役員 法務部長 

加藤 智巳 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部 シニアコンサルタント 

奥天 陽司 執行役員 ＣＳＯ マーケティング部長 経営企画部 コーポレート・マーケティング室長 

倉持 浩明 執行役員 エンタープライズ事業部長 

執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部長 

兼 同統括本部 事業統括部 

中間 俊英 執行役員 サイバーセキュリティ事業部長 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部長 

大野 祐一 
執行役員 中部事業部長 

兼 同事業部 技術部長 

理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

シニアコンサルタント 

野間 美行 
執行役員 プロジェクト開発部 営業担当 

兼 エリアビジネス開発部長 
理事 営業本部 副本部長 

 

（３）管理職人事 

氏名 新役職 旧役職 

木村 麻衣子 内部監査室長 内部監査室 

洞野 卓宏 

経営企画部  

経営企画推進室長 

兼 経営戦略推進部 

経営企画部  

経営企画室長 

兼 経営戦略推進部 

岩崎 勝 
経営企画部  

コーポレート・コミュニケーション室長 
同左 

白畑 厚志 経営戦略推進部 副部長 同左 

佐伯 秋乃 
経営管理部  

経営管理室長 

経営管理部  

予算管理室長 

浜本 拓 
経営管理部  

品質監理室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サービス推進室 ＰＭＯ・教育グループマネジャー 

吉野 浩史 
財務経理部  

経理室長 
同左 

米田 保典 
業務推進部  

営業業務室長 
同左 

門井 圭介 
ビジネス推進部  

協業推進室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サービス推進室 事業推進グループマネジャー 

貝原 史香 
総務部  

総務サービス室長 

業務推進部  

審査室長 

雪岡 甲 
総務部  

ＩＣＴサービス室長 

スマート・ビジネス・ファクトリ  

管理グループマネジャー 

向山 暢彦 

総務部  

業務変革推進室長 

兼 同部 ファシリティマネジメント室長 

総務人事部  

総務サービス室長 

山中 聡 
人事部 副部長 

兼 同部 働き方改革推進室長 

人事戦略推進部 副部長 

兼 同部 働き方改革推進室長 

渡辺 勇一郎 
人事部  

人材戦略推進室長 

人事戦略推進部  

人材戦略推進室長 

平林 美穂 
人事部  

人事サービス室長 

総務人事部  

人事サービス室長 
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小室 尚久 
法務部  

法務室長 
法務部 

川口 洋 
サイバー・グリッド・ジャパン  

サイバー・グリッド研究所長 
同左 

佐藤 雅俊 
サイバー・グリッド・ジャパン  

ナショナルセキュリティ研究所長 
同左 

小笠原 恒雄 
サイバー・グリッド・ジャパン  

次世代技術開発センター長 
同左 

吉岡 良平 
サイバー・グリッド・ジャパン 副ＧＭ 

兼 同ＩＣＴ利用環境啓発支援室長 

サイバー・グリッド・ジャパン  

ＩＣＴ利用環境啓発支援室長 

渥美 清隆 
サイバー・グリッド・ジャパン  

ＩｏＴ技術研究所長 
同左 

山嵜 敦之 事業統括部 副部長 
営業本部  

金融法人部長 

信太 貞昭 
事業統括部  

ソリューション推進室長 

事業企画部  

事業企画推進室長 

兼 同事業企画推進室  

ソリューション企画推進グループマネジャー 

池田 芳輝 
事業統括部  

営業推進室長 

理事 営業本部  

ＩＴソリューション営業部長 

武田 一城 
マーケティング部  

マーケティング戦略室長 
事業企画部 担当部長 

又江原 恭彦 
マーケティング部  

新規事業開発室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  
エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  
セキュリティコンサルティング部長 
兼 事業企画部  
グローバル企画・コンサルティング推進室長 
兼 同セキュリティコンサルティング部  
第三グループマネジャー 

肥田木 優 理事 プロジェクト開発部長 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部長 

森山 伸一 
金融事業部  

副事業部長 

理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第二部長 

可児 康之 
金融事業部  

事業推進部長 
理事 事業企画部 副部長 

小野 康弘 
金融事業部  

営業第一部長 

事業企画部  

Dynatrace事業推進室長 

金野 武 
金融事業部  

営業第二部長 

事業企画部  

事業企画推進室 副室長 

六信 洋二 
金融事業部  

金融システム第一部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第二部  

第一グループマネジャー 

竹内 圭 
金融事業部  

金融システム第二部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部  

アドバンストＩＴサービス部長 

東 俊介 
エンタープライズ事業部 副事業部長 

兼 同事業部 営業第一部長 

営業本部  

事業法人部長 

阪口 博美 
エンタープライズ事業部  

営業第二部長 

通信インフラソリューション本部  

第一通信インフラソリューション部長 

兼 経営戦略推進部 

近藤 正規 
エンタープライズ事業部  

営業第三部長 

営業本部  

公共セキュリティ営業部長 
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峯岸 大輔 
エンタープライズ事業部  

エンタープライズ・システム第一部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部 

エンタープライズシステム部長 

河田 隆彦 
エンタープライズ事業部  

エンタープライズ・システム第二部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第三部長 

永井 英徳 
エンタープライズ事業部  

システムセキュリティサービス部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  
エンタープライズ・セキュリティサービス事業部 
セキュリティディレクションサービス部長 
兼 同セキュリティディレクションサービス部 
第一グループマネジャー 

田嶋 等 サイバーセキュリティ事業部 副部長 
理事 営業本部  

セキュリティ営業部長 

渡部 友一 
サイバーセキュリティ事業部  

ビジネスパートナー戦略部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  
エンタープライズ・セキュリティサービス事業部
システムアセスメント部長 
兼 同システムアセスメント部  
サービスマネジメントグループマネジャー 

西村 篤志 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティコンサルティング部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

セキュリティコンサルティング部  

第一グループマネジャー 

木村 雅弘 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティ診断部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

システムアセスメント部  

セキュリティ診断グループマネジャー 

内田 法道 
サイバーセキュリティ事業部  

サイバー救急センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

サイバー救急センター長 

賀川 亮 
サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ アナリシスグループマネジャー 

好田 崇志 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティソリューションビジネス部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ デバイスマルチグループマネジャー 

井原 康博 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティシステム開発部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティシステム開発部長 

鷲尾 浩之 
サイバーセキュリティ事業部  

ＡＣＴＲ センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ アナリシスグループ ＧＬ 

芝田 勝典 
中部事業部  

営業部長 

営業本部  

ＩＴソリューション営業部 担当部長 

倉林 俊介 
中部事業部  

企画部長 

営業本部  

名古屋事業所長 

守田 智成 
エリアビジネス開発部  

福岡事業所長 

営業本部  

福岡事業所長 

古畠 眞佐登 
エリアビジネス開発部  

アクシス事業所長 

営業本部  

アクシス事業所長 

星山 祐一 

通信インフラソリューション事業部  

営業部長 

兼 同事業部 技術部長 

事業企画部 事業企画推進室  

ソリューション企画推進グループ 担当部長 

後藤 亘厚 
通信インフラソリューション事業部 副部長 

兼 同事業部 メディア部長 

通信インフラソリューション本部  

第二通信インフラソリューション部長 

なお、組織の詳細については別紙「株式会社ラック 平成 30年４月１日付 組織図」をご参照ください。 

以上 



事業推進部

営業第一部

次世代技術開発ｾﾝﾀｰ

ソリューション推進室

営業推進室

マーケティング戦略室

プロジェクト開発部

ＩＣＴ利用環境啓発支援室

ＩｏＴ技術研究所

新規事業開発室

アクシス事業所

メディア部

営業部

技術部

通信インフラソリューション事業部

エリアビジネス開発部

営業部

技術部

企画部

中部事業部

福岡事業所

サイバー救急センター

ＪＳＯＣ

セキュリティソリューションビジネス部

セキュリティシステム開発部

ＡＣＴＲ

システムセキュリティサービス部

ビジネスパートナー戦略部

セキュリティコンサルティング部

サイバーセキュリティ事業部

セキュリティ診断部

エンタープライズ・システム第一部

エンタープライズ・システム第二部

営業第二部

営業第三部

営業第一部

金融システム第二部

営業第二部

金融システム第一部

サイバー・グリッド研究所

ナショナルセキュリティ研究所

サイバー・グリッド・ジャパン

働き方改革推進室

法務室

知財室

人材戦略推進室

人事サービス室

総務サービス室

ICTサービス室

ファシリティマネジメント室

業務変革推進室

営業業務室

製品購買室

CS推進室

協業推進室

財務室

経理室

経営管理室

計数管理室

経営管理部

代表取締役社長

コーポレート・コミュニケーション室

経営企画部

リスクマネジメント部

取締役会長

品質監理室
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経営戦略推進部

総務部

ビジネス推進部

エンタープライズ事業部

金融事業部

マーケティング部

事業統括部

法務部

人事部

業務推進部

財務経理部

株主総会 内部監査室

監査役会
秘書部

取締役会

経営会議

リスク管理委員会 経営企画推進室


