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2013年3月12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【2013年4月1日付】（ ）は現職 

副社長執行役員 小松 敏秀  （専務執行役員） 

専務執行役員  池田 信夫 （常務執行役員） 

専務執行役員  石井  清 （常務執行役員） 

専務執行役員  山崎 英二 （常務執行役員） 

常務執行役員  石川  浩 （執行役員） 

常務執行役員  西條  洋 （執行役員） 

 

２．新任執行役員【2013年4月1日付】（ ）は現職 

社長執行役員   佐久間 嘉一郎 （株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信システムグループ  

情報・通信システム社 プラットフォーム部門ＣＥＯ）（※1） 

専務執行役員   中里 良一     （株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ  

情報・通信システム社 技師長 兼 ＣＩＯ） 

常務執行役員   井上 雅行     （株式会社日立ハイシステム２１ 代表取締役社長） 

執行役員       任田 信行     （株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ  

情報・通信システム社 公共システム事業部長） 

執行役員       石川 康夫     （営業統括本部 保険証券営業本部長） 

執行役員       吉田 靖志      （産業・流通システム事業本部 産業ソリューション事業部 副事業部長） 

※1：2013年2月4日に代表取締役 取締役社長就任を発表済み 

 

３．退任執行役員【2013年3月31日付】（ ）は現職 

林  雅博 （社長執行役員）（※2） 

諸島 伸治 （副社長執行役員） 

村本 眞治 （執行役員）（※3） 

手島 俊亮 （執行役員）（※4） 

 

※2：2013年4月1日付にて当社相談役に就任予定 

※3：2013年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ・ネクサス執行役員に就任予定 

※4：2013年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ西日本常務執行役員に就任予定 
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＜ご参考＞ 

１．新任者の略歴 

氏  名 佐久間 嘉一郎 （さくま かいちろう） 

生年月日 1954年  1月29日 

   略  歴 1979年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

1999年  8月 情報・通信グループ 公共情報事業部 官公システム本部 

  

官公システム第四部長 

 

2000年  2月 公共システムグループ 公共システム事業部 官公システム本部長 

 

2002年  4月 情報・通信グループ クロスマーケットソリューション事業部長 

 

2005年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部長 

 

2006年  3月 情報・通信グループＣＳＯ 兼 経営戦略室長 

 

2007年  4月 日立データシステムズソリューションズホールディング社 

  

シニアエグゼクティブバイスプレジデント 

 

2008年  4月 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズ 

  

グローバルホールディング社 社長 

 

2009年  4月 執行役常務 情報・通信グループ システムソリューション部門ＣＥＯ 

 

2009年 10月 執行役常務 情報・通信システム社 情報・通信グループ 

  

システムソリューション部門ＣＥＯ 

 

2010年  4月 執行役常務 情報・通信システム社 プラットフォーム部門ＣＥＯ 

 

2012年  4月 執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  

プラットフォーム部門ＣＥＯ（現在） 

   氏  名 中里 良一 （なかざと りょういち） 

生年月日 1954年  8月19日 

   略  歴 1977年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

1997年  2月 情報システム事業部 金融システム本部 金融第一システム部長 

 

2000年  8月 金融・流通システムグループ 金融システム事業部 

  

金融第一システム本部 副本部長 

 

2001年  4月 システムソリューショングループ 金融システム事業部 

  

金融第一システム本部長 

 

2003年  4月 情報・通信グループ 金融第一事業部長 

 

2009年 10月 情報・通信システム社 情報・通信グループ 金融システム事業部長 

 

2010年  4月 情報・通信システム社 システムソリューション部門ＣＯＯ 

 

2012年  4月 

 

情報・通信システムグループ 情報・通信システム社  

技師長 兼 ＣＩＯ（現在） 
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氏  名 井上 雅行 （いのうえ まさゆき） 

生年月日 1955年  7月16日 

   略  歴 1978年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

1999年  4月 情報・通信グループ ＮＴＴ営業本部 第四営業部長 

 

2002年 10月 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 

  

公共システム第一営業本部長 

 

2006年  4月 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 副統括本部長 

 

2008年  4月 情報・通信グループ ゼネラルマーケットビジネス統括本部長 

 

2009年 10月 情報・通信システム社 情報・通信グループ  

  

ゼネラルマーケットビジネス統括本部長 

 

2011年  4月 株式会社日立ハイシステム２１ 代表取締役社長（現在） 

   氏  名 任田 信行 （とうだ のぶゆき） 

生年月日 1957年  7月7日 

   略  歴 1980年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

1999年  8月 情報・通信グループ 公共情報事業部 自治体システム第二部 担当部長 

 

2000年  6月 公共システムグループ 公共システム事業部 

  

自治体システム統括センタ長 

 

2003年 10月 情報・通信グループ 公共システム事業部 

  

アプリケーションプロダクツ本部 シニアプロジェクトマネージャ 

 

2006年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 全国公共システム本部長 

 

2008年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 事業主管 

 

2010年  4月 情報・通信システム社 公共システム事業部長 

 

2012年  4月 

 

情報・通信システムグループ 情報・通信システム社   

公共システム事業部長（現在） 
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氏  名 石川 康夫 （いしかわ やすお） 

生年月日 1956年 10月15日 

   略  歴 1979年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

2002年  4月 情報・通信グループ 金融システム営業統括本部 

  

金融システム第一営業本部 銀行第二部長 

 

2005年  4月 情報・通信グループ 金融システム事業部 

  

全国金融システム本部 担当本部長 

 

2006年 10月 情報・通信グループ 金融システム営業統括本部 ビジネス企画本部長 

 

2009年  4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） 

  

金融システム事業部 金融ソリューション営業本部長 

 

2010年 10月 営業統括本部 金融ソリューション営業本部長 

 

2011年  4月 営業統括本部 保険証券営業本部長（現在） 

   氏  名 吉田 靖志 （よしだ やすし） 

生年月日 1959年  1月25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 入社 

  

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

 

2002年  5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 中部産業本部長 

 

2010年  4月 第二事業グループ 東京産業本部長 

 

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 

  

東京産業本部長 

 

2011年  4月 産業・流通システム事業本部 産業ソリューション事業部 

  

副事業部長 

 

2012年 10月 産業・流通システム事業本部 産業ソリューション事業部 

  

副事業部長 兼 産業サービスソリューション本部長（現在） 
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２．2013年4月1日付 当社執行役員 

役 職 名 氏   名 担 当 

社長執行役員 佐久間 嘉一郎 － 

副社長執行役員 小山 孝男 
社長補佐、営業部門、ＣＳＲ 

グループ営業推進関係 

副社長執行役員 小松 敏秀 
社長補佐、事業部門、事業サポート部門 

グループ経営基盤強化 

専務執行役員 小川 正史 社会・公共システム事業 

専務執行役員 中里 良一 金融システム事業 

専務執行役員 池田 信夫 
財務、ＣＳＲ（コンプライアンス）、グループ会社室関係、 

監査室関係 

専務執行役員 石井 清 プラットフォームソリューション事業 

専務執行役員 山崎 英二 産業・流通システム事業 

常務執行役員 井上 雅行 営業統括 

常務執行役員 楊井 博  ＣＩＯ、技術統括、品質保証 

常務執行役員 秋山 恵穂 経営企画、ＣＳＲ（ブランド・コミュニケーション、環境） 

常務執行役員 安達 春雄 関西支社・中部支社、営業部門 

常務執行役員 石川 浩 人事総務、ＣＳＲ(法務)、グループ会社室関係 

常務執行役員 西條 洋 産業・流通ソリューション事業 

執 行 役 員 栗原 勘仁 ヘルスケアビジネス事業 

執 行 役 員 久慈 正一 グローバルビジネス 

執 行 役 員 任田 信行 公共システム事業 

執 行 役 員 坂上 秀昭 プロダクトソリューション事業 

執 行 役 員 富永 由加里 金融システム事業、ダイバーシティ推進関係 

執 行 役 員 武内 透 グループ会社 

執 行 役 員 河野 滋 調達 

執 行 役 員 三井 利夫 金融アプリケーション事業 

執 行 役 員 石川 康夫 営業部門 

執 行 役 員 吉田 靖志 社会システム事業 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署： ブランド・コミュニケーション本部 広報・宣伝部  担当者：槇田、関口 

Tel：03‐5479‐5013  Fax：03‐5780‐6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 


