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2019年3月28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：星野 達朗）は、2019年 3月 28日

の臨時株主総会において、取締役と監査役の異動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせし

ます。 

 

記 

 

1. 新任取締役【2019年4月1日付】（ ）は現職 

取締役      吉田 靖志     （常務執行役員）※1 

取締役     塚崎 貴之       （執行役員 営業統括本部 副統括本部長）※2 

取締役     熊﨑 裕之      （株式会社日立製作所 サービス&プラットフォームビジネス 

ユニット サービスプラットフォーム事業本部長） 

取締役     服部 善成     （株式会社日立製作所 金融ビジネスユニット 

金融第一システム事業部 事業主管）※3 

取締役     竹田 広光     （株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

取締役 常務執行役員）※4 

※1 2019年4月1日付にて、専務執行役員に就任 

※2 2019年4月1日付にて、常務執行役員 営業統括本部長に就任 

※3 2019年4月1日付にて、株式会社日立製作所 金融ビジネスユニット 金融第一システム事業部長に就任 

※4 2019年4月1日付にて、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 代表取締役 取締役社長 社長執行役員に就任 

 

2. 退任取締役【2019年3月31日付】（ ）は現職 

山崎 英二  （取締役 副社長執行役員） 

井上 雅行  （取締役 専務執行役員） 

柴原 節男  （取締役（非常勤）） 

西條 洋   （取締役（非常勤）） 
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3. 新任監査役【2019年4月1日付】（ ）は現職 

大塚 眞弘    （日立金属株式会社 執行役 兼 日立金属投資（中国）有限公司 董事長 兼 総経理） 

木邑 照高  （株式会社日立システムズ 監査役）※5 

※5 2019年4月1日付にて、株式会社日立製作所 塩塚副社長付に異動 

 

4. 退任監査役【2019年3月31日付】（ ）は現職 

河野 喜次   （監査役（非常勤）） 

高本 真樹   （監査役（非常勤）） 

 

＜ご参考＞ 

1. 新任者の略歴 

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 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 

 2013年 4月 執行役員 社会・公共システム事業本部 社会システム事業部長 

 2015年 4月 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 社会システム事業部 事業主管 

 2016年 4月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

執行役員 社会・公共システム事業部長 

 2017年 4月 取締役 常務執行役員 第2事業本部長 

 2018年 4月 株式会社日立ソリューションズ 常務執行役員（現在） 

    

 

 

 

 

 

 



 
3 

本社    〒１４０-０００２ 東京都品川区東品川四丁目１２番７号 

Tel:０３-５７８０-２１１１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:https://www.hitachi-solutions.co.jp/ 

 

 

氏  名 塚崎 貴之（つかさき たかゆき） 

生年月日 1960年 7月 26日 

略  歴 1984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 クロスマーケットソリューション事業部 

ビジネス企画本部 ソリューション事業企画部長 

 2003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 

全国統括本部 ボリュームゾーンマーケティング部長 

 2004年 1月 情報・通信グループ 産業システム事業部 産業第二本部 

第六営業部 チーフマーケティングマネージャ 

 2004年 10月 情報・通信グループ 産業システム事業部 産業第二本部 

第七営業部長 

 2006年 10月 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部 営業企画部長 

 2007年 10月 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部 

流通第二営業本部長 

 2011年 4月 中部支社 副支社長 

 2014年 4月 横浜支社長 

 2018年 4月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 

営業統括本部 副統括本部長（現在） 
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氏  名 熊﨑 裕之（くまざき ひろゆき） 

生年月日 1962年 12月 7日 

略  歴 1988年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2001年 2月 ソフトウェア事業部 基本ソフトウェア本部 ASソフト統括センタ 

副センタ長 

 2001年 4月 システムソリューショングループ ソフトウェア事業部 基本ソフトウェ

ア本部 ASソフト統括センタ チーフプロジェクトマネージャ 

 2003年 10月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 基本ソフトウェア本部 

ASソフト部長 

 2005年 4月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 プラットフォームソフトウ

ェア本部 第1プラットフォームソフトウェア設計部長 

 2007年 4月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 

プラットフォームソフトウェア本部長 

 2011年 4月 情報・通信システム社 ソフトウェア事業部 

ストレージソフトウェア本部長 

 2011年 10月 情報・通信システム社 ソフトウェア事業部 事業戦略本部長 

 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 

ITプラットフォーム事業本部 開発統括本部 事業主管 

 2014年 4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

ITプラットフォーム事業本部 開発統括本部長 

 2015年 4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

ITプラットフォーム事業本部 サービスイノベーション統括本部長 

 2016年 4月 サービス&プラットフォームビジネスユニット 

情報プラットフォーム統括本部長 

 2018年 4月 サービス&プラットフォームビジネスユニット 

サービスプラットフォーム事業本部長（現在） 
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氏  名 服部 善成（はっとり よしなり） 

生年月日 1966年 10月 23日 

略  歴 1989年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2006年 4月 情報・通信グループ 金融システム事業部 事業推進本部 担当部長 

 2007年 4月 情報・通信グループ 金融システム事業部 

金融システム第一本部 第三部長 

 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 

金融システム事業部 メガバンク統合推進本部 統合推進部長 

 2013年 10月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

金融システム事業部 メガバンク統合推進本部長 

 2014年 4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 システムソリュ

ーション事業本部 金融システム事業部 メガバンク統合推進本部長 

 2017年 4月 金融ビジネスユニット 金融第一システム事業部 事業主管（現在） 

 

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 

 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 

 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 

 2014年 4月 執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長 

 2015年 4月 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 金融システム事業部 事業主管 

 2016年 4月 金融ビジネスユニット 金融システム事業部 事業主管 

 2017年 4月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

取締役 執行役員 第1事業本部長 

 2017年 10月 取締役 常務執行役員（現在） 
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氏  名 大塚 眞弘（おおつか まさひろ） 

生年月日 1958年 7月 18日 

略  歴 1981年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2004年 1月 法務本部 部長 

 2012年 4月 日立電線株式会社 ビジネスサポート本部法務部門長 

 2013年 4月 執行役 統括本部企画本部長 兼 ビジネスサポート本部長 

 2013年 7月 日立金属株式会社 事業役員 電線材料カンパニー統括企画部長 

 2014年 7月 事業役員 経営企画センター 副センター長 

 2015年 4月 執行役 経営企画センター長 

 2016年 1月 執行役 経営企画本部長 

 2016年 4月 代表執行役 執行役 経営企画本部長 兼 輸出管理室長 

兼 コンプライアンス統括責任者 

 2017年 4月 執行役 兼 日立金属投資（中国）有限公司 董事長 兼 総経理（現在） 

 

氏  名 木邑 照高（きむら てるたか） 

生年月日 1955年 7月 25日 

略  歴 1979年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2001年 4月 家電グループ電化機器事業部経理部長 

 2002年 4月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社 

（現 日立アプライアンス株式会社）財務部門経理部長 

 2005年 4月 株式会社日立製作所 都市開発システム社財務一部担当部長 

 2009年 4月 都市開発システムグループ 財務本部長 

 2011年 4月 株式会社日立ビルシステム 経理部長 

 2011年 6月 取締役 経理部長 

 2013年 4月 常務取締役 財務部長 兼 間接業務改革プロジェクト長 

 2014年 4月 常務取締役 財務部長 兼 間接業務改革プロジェクト長 

兼 経営企画室長 

 2015年 4月 専務取締役 財務本部長 兼 経営企画室長 

 2015年 10月 専務取締役 グローバル経営戦略統括本部長 兼 財務本部長 

 2016年 6月 専務取締役 グローバル経営戦略統括本部長 

兼 スマート・トランスフォーメーション推進本部長 

兼 グローバル昇降機事業部水戸生産本部長 兼 財務本部長 

 2017年 4月 専務取締役 グローバル経営戦略統括本部長 兼 経営改革本部長 

兼 グローバル昇降機事業部水戸生産本部長 

 2018年 4月 株式会社日立システムズ 監査役（現在） 
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2. 2019年4月1日付 取締役体制 

役職名 氏名  役職名 氏名 

代表取締役 取締役社長 星野 達朗  取 締 役（非常勤） 阿部  淳 

取 締 役 吉田 靖志  取 締 役（非常勤）  熊﨑 裕之 

取 締 役 塚崎 貴之  取 締 役（非常勤） 服部 善成 

取 締 役 砂山 和廣  取 締 役（非常勤） 宇川 祐行 

取 締 役（非常勤） 秋野 啓一  取 締 役（非常勤） 竹田 広光 

 

3. 2019年4月1日付 監査役体制 

役職名 氏名  役職名 氏名 

監 査 役 赤司 利文  監 査 役 柏  正孝 

監 査 役 大塚 眞弘  監 査 役（非常勤） 木邑 照高 

 

＜報道機関からのお問い合わせ先＞ 

担当部署：経営企画本部 広報・宣伝部 

担当者：竹谷、安藤 

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

以 上 

 

mailto:koho@hitachi-solutions.com
mailto:koho@hitachi-solutions.com

