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2014年3月10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：佐久間 嘉一郎／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【2014年4月1日付】（ ）は現職 

副社長執行役員 中里 良一  （専務執行役員） 

専務執行役員  秋山 恵穂 （常務執行役員） 

専務執行役員  西條  洋 （常務執行役員） 

常務執行役員  富永由加里 （執行役員） 

 

2.新任執行役員【2014年4月1日付】（ ）は現職 

執行役員       渡部 芳邦 （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 CEO付） 

執行役員       徳永 尚文  （プラットフォームソリューション事業本部ITプラットフォーム事業部長） 

執行役員       竹田 広光 （金融システム事業本部 金融システム事業部 副事業部長） 

 

3.退任執行役員【2014年3月31日付】（ ）は現職 

小川 正史 （専務執行役員） 

栗原 勘仁 （執行役員）（※1） 

久慈 正一 （執行役員）（※2） 

武内  透 （執行役員）（※3） 

 

※1：2014年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ東日本 取締役 常務執行役員に就任予定 

※2：2014年4月1日付にてHitachi Solutions America, Ltd. 取締役 CEOに専任 

※3：2014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 渡部 芳邦 （わたなべ よしくに） 

生年月日 1955年  7月20日 

    略  歴 1978年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

1997年  8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 副部長 

 

1998年  4月 情報システム事業部 金融ビッグバン推進本部 ビジネス企画室長 

 

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 金融ビジネス企画本部長 

 

2009年  4月 情報･通信グループ アウトソーシング事業部長 

 

2010年  4月 情報･通信システム社 ITサービス事業部長 

 

2011年  4月 情報･通信システム社 CEO付 

 

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 CEO付（現在） 

   氏  名 徳永 尚文 （とくなが たかふみ） 

生年月日 1954年  8月20日 

    略  歴 1980年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

2000年  2月 デバイス開発センタ 半導体技術開発本部 プロセス開発部 副部長 

 

2003年 10月 情報･通信グループ 戦略事業企画室 ユビキタスHDD推進センタ長 

 

2005年  4月 情報･通信グループ IDソリューション統括本部 担当本部長 

 

2005年 10月 情報･通信グループ IDソリューション事業部 

  

ユビキタス情報アクセス本部長 

 

2009年  4月 株式会社日立システムアンドサービス 

  

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

  

第三事業グループ 企画本部 担当本部長 

 

2010年  4月 第三事業グループ 企画本部長 

 

2010年 10月 プロダクトソリューション事業本部 第1プロダクトソリューション事業部 

  

デジタルメディアソリューション本部長 

 

2012年  4月 プロダクトソリューション事業本部 

  

エンベデッドシステム事業部 副事業部長 

 

2013年  4月 プラットフォームソリューション事業本部 ITプラットフォーム事業部長 

  

（現在） 
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氏  名 竹田 広光 （たけだ ひろみつ） 

生年月日 1958年  9月16日 

    略  歴 1982年  4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  

（現 株式会社日立ソリューションズ） 

 

2003年 10月 金融システム事業部 金融第5システム部 専任部長 

 

2004年 10月 金融システム事業部 金融ソリューション営業本部 

  

保険証券ソリューション営業部長 

 

2008年  4月 金融システム事業部 金融ソリューション営業本部長 

 

2009年  4月 金融システム事業部 第2金融システム本部長 

 

2010年 10月 金融システム事業本部 第2金融システム事業部 第2金融システム本部長 

 

2011年  4月 金融システム事業本部 金融システム事業部 副事業部長 （現在） 
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2.2014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 中里 良一 
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 池田 信夫 財務、CSR（コンプライアンス）、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 社会・公共システム事業 

専務執行役員 秋山 恵穂 
経営企画、グローバル事業、 

CSR（ブランド・コミュニケーション、環境） 

専務執行役員 西條 洋 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 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、輸出管理） 

常務執行役員 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 渡部 芳邦 経営企画 

執 行 役 員 任田 信行 公共システム事業 

執 行 役 員 坂上 秀昭 技術統括 

執 行 役 員 河野 滋 調達 

執 行 役 員 三井 利夫 金融システム事業 

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 

執 行 役 員 徳永 尚文 ITプラットフォーム事業 

執 行 役 員 竹田 広光 金融システム事業 

 

＜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：竹谷 

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

以 上 


