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2011年3月17日 
株式会社日立ソリューションズ 

 

役員の異動に関するお知らせ 
 

株式会社日立ソリューションズ(本社：東京都品川区、取締役社長：林 雅博／以下日立ソリュ

ーションズ)は、執行役員の異動について、下記の通り決議しましたのでお知らせします。 
 

記 
 
１．昇任執行役員【2011年4月1日付】（ ）は現職 
専務執行役員   清水 髙年 （当社常務執行役員 社会・公共システム事業本部長） 
専務執行役員   城  利一 （当社常務執行役員 営業統括本部 副統括本部長） 
専務執行役員   新美 雅文 （当社常務執行役員 人事総務統括本部長） 
常務執行役員   森  悦郎 （当社執行役員   調達統括本部長） 
常務執行役員   山崎 英二 （当社執行役員   第２プロダクトソリューション事業部長） 
常務執行役員   楊井 博  （当社執行役員   第１金融システム事業部長） 
 
２．新任執行役員【2011年4月1日付】（ ）は現職 
副社長執行役員  小山 孝男 （株式会社日立製作所 執行役常務 関西支社長 

兼 営業統括本部副統括本部長）※1 
専務執行役員   小松 敏秀 （株式会社日立製作所 情報・通信システム社 技師長 兼 ＣＩＯ） 
常務執行役員   池田 信夫 （株式会社日立製作所 情報・通信システム社 財務本部長） 
執行役員     手島 俊亮 （当社 営業統括本部 副統括本部長） 
執行役員     西條 洋  （当社 サービス事業統括本部 副統括本部長） 
執行役員     坂上 秀昭 （株式会社日立製作所 情報・通信システム社 ソフトウェア事業部長） 
執行役員     富永 由加里（当社 産業・流通システム事業本部 

第１産業・流通システム事業部 アプリケーションシステム本部長） 
※1： 2011年2月3日に発表済 
 
３．退任執行役員【2011年3月31日付】（ ）は現職 
丸山 愼平（専務執行役員） 
清水 徹 （専務執行役員）※2 
浅井 新二（常務執行役員） 
吉岡 和夫（常務執行役員）※3 
 
※2：2011年4月1日付にて株式会社日立保険サービス専務取締役に就任予定 
※3：2011年4月1日付にて当社監査役に就任予定 
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＜ご参考＞ 
１．新任者の略歴 

氏  名 小山 孝男（こやま たかお） 
生年月日 1948年 12月 11日 
略  歴 1971年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 1993年 2月 関西支社 情報システム第一営業部長 
 1995年 6月 関西支社 企画部長 
 1999年 4月 関西支社 副支社長 
 2004年 4月 関東支社長 
 2007年 4月 執行役常務 関西支社長 
 2008年 4月 執行役常務 関西支社長 兼 営業統括本部副統括本部長（現在） 

 
氏  名 小松 敏秀（こまつ としひで） 
生年月日 1952年 4月 18日 
略  歴 1975年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 1996年 2月 情報システム事業部 アプリケーションソフトウェア本部 
第一アプリケーションソフトウェア設計部長 

 1999年 8月 情報・通信グループ 情報システム事業部 金融第一システム本部 副本部長 

 2000年 1月 金融・流通システムグループ 金融システム事業部 
金融第二システム本部長 

 2002年 10月 情報・通信グループ 金融ソリューション事業部長 
 2008年 4月 情報・通信グループ 技師長 兼 ＣＩＯ 
 2009年 10月 情報・通信システム社 技師長 兼 ＣＩＯ（現在） 

 
氏  名 池田 信夫（いけだ のぶお） 
生年月日 1954年 5月 14日 
略  歴 1977年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2000年 1月 金融・流通システムグループ 金融システム事業部 経理部長 
 2005年 4月 情報・通信グループ 財務本部 担当本部長 
 2008年 4月 情報・通信グループ 財務本部長 
 2009年 10月 情報・通信システム社 財務本部長（現在） 

 
氏  名 手島 俊亮（てじま としすけ） 
生年月日 1953年 6月 8日 
略  歴 1977年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2001年 4月 システムソリューショングループ 金融システム営業統括本部 
金融システム第一営業本部 銀行第四部長 
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略  歴 2005年 4月 中国支社 副支社長 
 2009年 10月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューショ

ンズ)営業統括本部 副統括本部長（現在） 
 

氏  名 西條 洋（さいじょう ひろし） 
生年月日 1955年 9月 10日 
略  歴 1979年 4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社(現 株式会社日立ソリューション

ズ) 入社 
 2000年 9月 システムサービス事業本部 産業・流通システムサービス事業部 東京産業・

流通本部 東京流通第１システム部長 
 2005年 10月 産業システムサービス事業部 オープンソリューション本部 担当本部長 

 2006年 10月 産業システムサービス事業部 オープンソリューション本部長 
 2007年 4月 第三事業グループ ネットワーク・セキュリティソリューション本部長 

 2010年 4月 第三事業グループ 副事業グループ長 
 2010年 10月 サービス事業統括本部 副統括本部長（現在） 

 
氏  名 坂上 秀昭（さかうえ ひであき） 
生年月日 1956年 1月 13日 
略  歴 1981年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2000年 8月 金融・流通システムグループ ソフトウェア事業部 ネットワークソフトウェ

ア本部 第１ネットワークソフト設計部長 
 2002年 10月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 システム管理ソフトウェア本部長

 2005年 4月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 副事業部長 
 2006年 4月 情報・通信グループ プラットフォームソリューション事業部長 

 2009年 2月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部長 
 2009年 10月 情報・通信システム社 ソフトウェア事業部長（現在） 

 
氏  名 富永 由加里（とみなが ゆかり） 
生年月日 1958年 4月 19日 
略  歴 1981年 4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社(現 株式会社日立ソリューション

ズ) 入社 
 2002年 10月 オープンソリューション事業部 東京オープンシステム本部 第４システム

部 担当部長 
 2003年 10月 オープンソリューション事業部 東京オープンシステム本部 第３システム部

長 
 2007年 4月 第二事業グループ アプリケーションシステム本部長 
 2010年 10月 産業・流通システム事業本部 第１産業・流通システム事業部 アプリケーシ

ョンシステム本部長（現在） 
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２．2011年4月1日付 当社執行役員 

役職名 氏名 分掌業務 

社長執行役員 林 雅博 ― 

副社長執行役員 諸島 伸治 事業部門 
プロジェクトマネジメント・品質保証関連 

副社長執行役員 小山 孝男 営業部門 
地域拠点・技術開発・情報システム・調達・情報セキュリティ関連

専務執行役員 永野 顕隆 グローバル事業統括本部、ＣＳＲ統括本部 

専務執行役員 佐藤 純一郎 金融システム事業本部 

専務執行役員 清水 髙年 社会・公共システム事業本部 

専務執行役員 城 利一 営業統括本部 

専務執行役員 新美 雅文 人事総務統括本部、グループ会社室 

専務執行役員 小松 敏秀 経営基盤改革推進本部、サービス事業統括本部、 
金融システム事業本部 

常務執行役員 前澤 裕行 プロダクトソリューション事業本部、 
情報セキュリティ統括本部、技術開発本部、情報システム本部 

常務執行役員 服部 光三 中部支社、営業統括本部 

常務執行役員 小川 正史 産業・流通システム事業本部 

常務執行役員 石井 清 経営企画統括本部、グローバル事業統括本部 

常務執行役員 森 悦郎 調達統括本部、プロジェクトマネジメント本部、品質保証本部、 
商品技術本部、情報セキュリティ統括本部 

常務執行役員 池田 信夫 財務統括本部、グループ会社室 

常務執行役員 山崎 英二 産業・流通システム事業本部 

常務執行役員 楊井 博 金融システム事業部 

執行役員 村本 眞治 社会システム事業部、北海道地区本部 

執行役員 栗原 勘仁 公共システム事業部 

執行役員 秋山 恵穂 流通ソリューション事業部 

執行役員 石川 浩 人事総務統括本部、健康管理統括センタ 

執行役員 福岡 寛 プロダクトソリューション事業本部、九州地区本部 

執行役員 安達 春雄 関西支社、営業統括本部 

執行役員 久慈 正一 グローバル事業統括本部 
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役職名 氏名 分掌業務 

執行役員 手島 俊亮 営業統括本部 

執行役員 西條 洋 サービス事業統括本部 

執行役員 坂上 秀昭 システムプラットフォーム事業部 

執行役員 富永 由加里 流通ソリューション事業部 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
担当部署： コーポレート・コミュニケーション本部 広報・宣伝部 担当：槇田、竹橋 
Tel：03‐5479‐5013  Fax：03‐5780‐6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 
 
日立ソリューションズは、2010年10月1日に日立ソフトウェアエンジニアリングと日立システムアンドサービスが合併して

誕生した新しいソリューションプロバイダーです。 

 
以上 


