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 平成 30年３月 30日 

各  位 

会 社 名  コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

 東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一 

 (コード番号：３８４４ 東証第一部 ) 

問合せ先 常 務 取 締 役  野 間  治 

 T e l : 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 30 年３月 30 日開催の取締役会において、下記の通り、平成 30 年４月１日付けの当社の組織

変更および人事異動ならびに子会社でありますコムチュアネットワーク株式会社および株式会社コメットの

組織変更および人事異動を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

  

                       記 

 

１．組織変更 

（１）コムチュア株式会社 

デジタルトランスフォーメーション時代の到来が叫ばれる中、ビッグデータやＡＩ（人工知能）など

を活用した企業の競争力強化を実現する提案力の強化のため、デジタルビジネスコンサルティング本部

の営業体制を強化します。 

金融機関を中心としたクラウド基盤構築などのインフラビジネス拡大のため、基盤技術本部を新設し

営業体制を強化します。 

クラウド、ビッグデータ、ＡＩ、ＩｏＴおよびフィンテックに加え、ＲＰＡ（ロボティック・プロセ

ス・オートメーション）関連のビジネス拡大のため、事業本部の組織再編をします。 

・第一事業本部 

成長著しいクラウドソリューションビジネスの更なる強化と、クラウドと既存システムとの連

携などハイブリッド化が進む企業のニーズに対してトータルサービスを提供するため、エンタ

ープライズソリューション本部を第一事業本部傘下へ置きます。 

・第三事業本部 

需要が急速に高まるビッグデータ・ＡＩビジネスに加え、新たに事業を立ち上げたＲＰＡビジ

ネスの拡大に対応するため、事業本部として独立させます。 

・第四事業本部 

フィンテックを軸にした金融機関向けの新しい領域のビジネスの拡大に対応するため、事業本

部として独立させます。 

 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

ITサービスマネジメント（ITSM）ビジネスの更なる強化のため、基盤プロジェクト部をクラウド基盤
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事業本部傘下へ置くとともに ITSMソリューション部に名称変更します。 

 

（３）株式会社コメット 

クラウド基盤構築など新しい領域のビジネス拡大に向けた営業機能を強化するため、新規市場開拓室

を新設します。 
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２．人事異動 (平成 30年４月１日付) 

 

（１）コムチュア株式会社 

執行役員・事業本部長・本部長・部長・担当部長・技術部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

宮武 敏彦 

(ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾋｺ) 

執行役員 第一事業本部長 

兼 デジタルビジネスコンサルティング本部

長 

兼 第一事業本部 エンタープライズソリュ

ーション本部長 

執行役員 第四事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 

デジタルビジネスコンサルティング本部長 

兼 第四事業本部 エンタープライズソリ

ューション本部長 

新井 宏久 

（ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｻ） 

執行役員 第三事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 開

発技術本部長 

兼 第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボ

ットソリューション本部長 

兼 情報システム本部長 

兼 情報システム本部 情報システム部長 

執行役員 第一事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 

開発技術本部長 

秋山 昌典 

(ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ) 

執行役員 第四事業本部長 

兼 第四事業本部 フィンテックソリューシ

ョン本部長 

執行役員 第三事業本部長 

兼 第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・

ロボットソリューション本部長 

兼 第三事業本部 フィンテックソリュー

ション本部長 

向井 健治 

(ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ) 

執行役員  

兼 コムチュアネットワーク（株） 執行役

員 クラウド基盤事業本部長 

新任 

武田 晴夫 

(ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｵ)  

執行役員 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センタ

ー 基盤技術本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 取締役 

執行役員 管理統括本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 取締

役 クラウド基盤事業本部長 

後藤 聡 

(ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ) 

デジタルビジネスコンサルティング本部 営

業本部長 
事業統括付 ディレクター 

田中 英喜 

（ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ） 
ビジネスパートナー推進本部長 新任 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

小松崎 貴裕 

（ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋ

ﾛ） 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 エンタープライズソリューション

部長 

第四事業本部 エンタープライズソリュー

ション本部 エンタープライズソリューシ

ョン第一部長 

長澤 航 

(ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 テクノロジーサービスソリューシ

ョン部長 

第四事業本部 エンタープライズソリュー

ション本部 エンタープライズソリューシ

ョン第二部長 

窪田 英司 

（ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ） 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 データサイエンス・ＡＩ

部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボ

ットソリューション本部 ＲＰＡソリュー

ション部長 

中里 しのぶ 

（ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾉﾌﾞ） 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 ＲＰＡソリューション

部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボッ

トソリューション本部 データサイエンス・

ＡＩ部 課長 

中平 達也 

（ﾅｶﾋﾗ ﾀﾂﾔ） 

第四事業本部 フィンテックソリューション

本部 データマネジメント部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボッ

トソリューション本部 データマネジメン

ト部 担当部長 

中村 淳 

（ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ） 

第四事業本部 フィンテックソリューション

本部 フィンテックソリューション第一部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション部 

第１グループ長 

大河原 篤 

（ｵｵｶﾜﾗ ｱﾂｼ） 

第四事業本部 フィンテックソリューション

本部 フィンテックソリューション第二部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボッ

トソリューション本部 データマネジメン

ト部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

第四事業本部 フィンテックソリューション

本部 フィンテックソリューション第三部長 

第三事業本部 フィナンシャルソリューシ

ョン本部 フィナンシャルソリューション

第二部長 

金尾 仁 

（ｶﾅｵ ﾋﾄｼ） 
品質監理本部 品質監理部 担当部長 

管理統括本部 ビジネスパートナー推進本

部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

緒方 大治 

（ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｼﾞ） 

ビジネスパートナー推進本部 ビジネスパー

トナー推進部 担当部長 
(株)コメット 取締役 管理本部長 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

第四事業本部 フィンテックソリューション

本部 フィンテックソリューション第三部 

担当部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション部長 

内山 慎吾 

 (ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ)  

第一事業本部 クラウドソリューション本部

クラウドソリューション第一部 技術部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボッ

トソリューション本部 データサイエンス・

ＡＩ部長 

猪狩 雅之 

 (ｲｶﾘ ﾏｻﾕｷ) 

第一事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 ＥＲＰソリューション部 技術部

長 

第四事業本部 エンタープライズソリュー

ション本部 ＥＲＰソリューション部 マ

ネージャー 

 

２．コムチュアネットワーク株式会社 

部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

武藤 紀亜 

（ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ） 

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリュ

ーション本部 ＩＴＳＭソリューション部長 

マネージドサービス事業本部 マネージド

サービス本部 基盤プロジェクト部長 

平島 玲二 

（ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ） 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 Ｊプロジェクト推進部長 

マネージドサービス事業本部 マネージド

サービス本部 クラウド基盤運用第一部 

担当部長 

 

３．株式会社コメット 

本部長・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

五十嵐 利康 

（ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾔｽ） 
常務取締役 営業本部長 常務取締役 ＩＴソリューション本部長 

緒方 大治 

（ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｼﾞ） 

取締役 管理本部長 

兼 コムチュア(株) ビジネスパートナー推

進本部 ビジネスパートナー推進部 担当部

長 

取締役 管理本部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

鷲巣 誠 

（ﾜｼﾉｽ ﾏｺﾄ） 
ＩＴソリューション本部長 ＩＴソリューション本部 副本部長 

小鮒 和礎 

（ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｷ） 
カスタマソリューションサービス本部長 

カスタマソリューションサービス本部 Ｔ

ＥＤ部長 

大西 寛 

（ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ） 
ＩＴソリューション本部 ＳＤＤ部長 

ＩＴソリューション本部 ＳＤＤ部 ＡＤ

Ｇ ＧＭ 

渡邉 裕幸 

（ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ） 
ＩＴソリューション本部 ＯＤＤ部長 

ＩＴソリューション本部 ＯＤＤ部 副部

長 

阿部 文裕 

（ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ） 
営業本部 営業部長 営業本部 営業部 セールスマネージャ 

以上 
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平成30年４月１日付　組織図

オープンソースソフトウェア事業推進室

経営企画部

データマネジメント部

経営統括本部

働き方改革推進室

管理会計部

財務会計部経理本部

営業管理部

人事部

総務本部 総務部

経営企画本部

情報システム部

法務部

ビジネスパートナ推進部

マーケティング本部 クラウド営業部

ＡＩ・IoTソリューション部

データサイエンス・ＡＩ部

ＲＰＡソリューション部

フィンテックソリューション第一部

フィンテックソリューション第二部

事業統括 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 開発技術本部

基盤技術本部
監査室

コムチュア株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

会長 社長

第一事業本部 クラウドソリューション本部

ソーシャルソリューション第二部

クラウドソリューション第一部

第二事業本部 コラボレーション本部 MSクラウドソリューション第一部

クラウドソリューション第二部

MSクラウドソリューション第二部

ソーシャルソリューション本部 ソーシャルソリューション第一部

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボットソリューション本部

人事本部

社長

コムチュアマーケティング株式会社

経営統括

名古屋営業所

フィンテックソリューション本部

品質監理本部

デジタルビジネスコンサルティング本部

エンタープライズソリューション本部 エンタープライズソリューション部

ＥＲＰソリューション部

テクノロジーサービスソリューション部

第四事業本部

情報システム本部

フィンテックソリューション第三部

品質監理部

ビジネスパートナ推進本部

大阪営業所
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ＭＳＰ推進部

クラウド基盤運用第二部

クラウド基盤運用第一部

基盤ソリューション部

クラウド基盤構築部

コムチュアデータサイエンス株式会社

株式会社コメット

コムチュアネットワーク株式会社

社長

日本ブレインズウエア株式会社

カスタマソリューションサービス本部 オペレーションサービス部

テクニカルエンジニアリングサービス部

ＥＢＤ部

営業本部 営業部

社長 管理本部

ＢＳＤ部

ITSMソリューション部

マネージドサービス事業本部 マネージドサービス本部 Ｊプロジェクト推進部

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリューション本部 基盤営業部

システム開発部ITソリューション本部

ビジネス統括本部 新規顧客開拓室

オペレーション＆デリバリ部


