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各  位 2016年2月25日

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

代表者名 取締役社長 大 澤 正 典

（東証第一部 コード番号：4828）

組織改正および人事異動に関するお知らせ

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区大手町、略称：B-EN-G）は、このたび、

下記のとおり組織改正および人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。

Ⅰ．組織改正

昨年発表した「経営Vision 2020」の実現に向けた実行体制の強化を図るため、2016年4月1日付で組

織改正を行います。主な改正内容は次のとおりです（新組織図は別紙１参照）。

（１） 商品開発および事業化機能の強化

新商品企画本部にて進めてきた新商品の製品化・事業化の推進強化のため、プロダクト事業の

商品開発機能および両事業本部のマーケティング機能を統合し、「新商品開発本部」を新設する。

また、開発された当社IoTソリューションの提供を担当する「IoTソリューション部」を、ソリューショ

ン事業本部内に新設する。

（２） ソリューション事業の案件対応力の強化

マスターデータ管理（MDM）関連市場の成長など、顧客のソリューションニーズの変化に対応す

るため、「データマネジメント部」を新設するとともに、ソリューション事業のシステムインテグレーショ

ン機能を「システムインテグレーション部」に再編する。

（３） プロダクト事業の営業・事業企画力の強化

プロダクト事業において、案件初期段階からの提案力強化などを図るため、「営業開発部」を新

設するとともに、ライセンスビジネスとコンサルティング機能の強化のため、「事業企画本部」を新設

する。

加えて、関西支店の要員確保を柔軟に進めるため、「関西プロダクトサービス部」を新設する。

（４） 品質マネジメント機能の強化

全社的な品質マネジメント機能の強化を図るため、両事業本部に置かれていた品質マネジメント

機能を経営企画本部に統合し、「品質マネジメント部」を新設する。

Ⅱ．人事異動

上記組織変更に伴い、2016年4月1日付で人事異動を行います。

取締役の職務変更、執行役員および部門長の人事異動内容は、別紙２および別紙３の通りです。

以上
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（別紙１） 新組織図
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（別紙２） 役員の人事異動内容（2016年4月1日付）

取締役の職務変更

役 職 名 氏 名 新 旧

常務取締役
ﾊﾈﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

羽田 雅一

CMO、CTO、

新商品開発本部長

CMO、CTO、

新商品企画本部長

取締役
ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞｷ

古田 英樹

経営企画本部長 兼 企画部長

グローバルビジネス推進本部担当

経営企画本部長

グローバルビジネス推進本部担当

執行役員の異動

役 職 名 氏 名 新 旧

執行役員
ｶｻﾞﾏ ﾐﾂｵ

風間 光雄
ソリューション事業本部 副事業本部長

ソリューション事業本部

副事業本部長

兼 第2営業本部長

執行役員
ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾌﾐ

大塚 博文

プロダクト事業本部 副事業本部長

兼 グローバルビジネス推進本部長付

プロダクト事業本部 副事業本部長

兼 マーケティング本部長

兼 グローバルビジネス推進本部長付

執行役員
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

佐藤 雄祐
ソリューション事業本部 第2営業本部長

経営企画本部 副本部長

兼 企画部長
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（別紙３） 部門長の人事異動内容（2016年4月1日付）

新 旧 氏 名

経営企画本部

品質マネジメント部長

ソリューション事業本部

エンジニアリング管理本部 プロジェクトマネジ

メント部長

ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ

山下 智

経営企画本部

品質マネジメント部 副部長

ソリューション事業本部

エンジニアリング管理本部 プロジェクトマネジ

メント部員

ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾉ

長野 文乃

経営企画本部

情報システム部長

経営企画本部

品質技術部長

ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

佐藤 雅彦

新商品開発本部 マーケティング企画本部長

兼 ソリューション事業本部 第2営業本部長付

兼 IoTソリューション部長

新商品企画本部 副本部長

兼 ソリューション事業本部 第2営業本部長付

ｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

志村 健二

新商品開発本部

マーケティング企画本部 副本部長

兼 プロダクト事業本部長付

新商品企画本部 副本部長

兼 プロダクト事業本部長付

ｲﾘﾏｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ

入交 俊行

新商品開発本部 マーケティング企画本部

マーケティング部長

プロダクト事業本部 マーケティング本部

マーケティング部長

ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ

山下 武志

新商品開発本部 マーケティング企画本部

商品企画1部長

新商品企画本部

商品企画1部長

ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ

小林 剛

新商品開発本部 マーケティング企画本部

商品企画2部長

新商品企画本部

商品企画2部長

ｲﾖﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

伊与田 克宏

新商品開発本部

商品開発本部長

プロダクト事業本部

商品開発本部長

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐﾂ

小林 俊光

新商品開発本部

商品開発本部 副本部長

プロダクト事業本部

商品開発本部 副本部長

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｵ

川村 将夫

新商品開発本部 商品開発本部

商品開発１部長

兼 ソリューション事業本部 b-ridge本部長付

プロダクト事業本部 商品開発本部

商品開発１部長

ｵｶﾑﾗ ｹﾝ

岡村 顕

新商品開発本部 商品開発本部

商品開発１部 副部長

プロダクト事業本部 商品開発本部

商品開発１部 副部長

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾔ

山下 直也

新商品開発本部 商品開発本部

商品開発2部長

プロダクト事業本部 商品開発本部

商品開発2部長

ﾅｶﾐﾈ ﾄﾓﾕｷ

中峯 友行
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（別紙３） 部門長の人事異動内容（2016年4月1日付） （つづき）

新 旧 氏 名

ソリューション事業本部 第2営業本部

営業部長

ソリューション事業本部

マーケティング部長

兼 第2営業本部 営業部員

ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ

山岸 弘行

ソリューション事業本部 第2営業本部

営業部 副部長

ソリューション事業本部 第2営業本部

営業部員

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏｻ

菅原 一雅

ソリューション事業本部 b-ridge本部

b-ridgeサービス部長

兼 ソリューション事業本部 第1営業本部長付

ソリューション事業本部

関西ソリューション部員

兼 ソリューション事業本部 第1営業本部長付

ｱﾗｲ ｶﾂﾋｻ

荒井 克久

ソリューション事業本部 b-ridge本部

b-ridgeサービス部 副部長

ソリューション事業本部 SCMソリューション本部

SCMソリューション２部員

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

岡 正弘

ソリューション事業本部

経営管理ソリューション本部長

ソリューション事業本部

経営管理ソリューション本部長

兼 経営管理ソリューション1部長

ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾋﾄ

山崎 康人

ソリューション事業本部 経営管理ソリューショ

ン本部

経営管理ソリューション1部長

ソリューション事業本部 経営管理ソリューション

本部

経営管理ソリューション1部 副部長

ﾐﾀﾆ ﾏｺﾄ

三谷 誠

ソリューション事業本部 テクノロジーソリュー

ション本部

システムインテグレーション部長

ソリューション事業本部 テクノロジーソリューシ

ョン本部

アプリケーションディベロップメント部長

ﾅｵｲ ｶﾂﾕｷ

直井 克之

ソリューション事業本部 テクノロジーソリュー

ション本部

データマネジメント部長

兼 新商品開発本部 商品企画1部員

ソリューション事業本部 テクノロジーソリューシ

ョン本部

ビジネスプロセスインテグレーション部長

兼 新商品企画本部 商品企画1部員

ﾀﾍﾞﾀ ｶｽﾞﾄｼ

多部田 和利

ソリューション事業本部

エンジニアリング推進部長

ソリューション事業本部

エンジニアリング管理本部長

兼 エンジニアリング推進部長

ﾄｳﾔﾏ ｼﾝｲﾁ

當山 真一

プロダクト事業本部

営業本部 副本部長

兼 営業1部長

プロダクト事業本部 営業本部

営業1部長

ｵﾉ ｼｭｳｼﾞ

小野 修司

プロダクト事業本部 営業本部

営業開発部長

プロダクト事業本部 営業本部

営業2部長

ｷﾄﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

城戸 真一郎

プロダクト事業本部 営業本部

営業開発部 副部長

プロダクト事業本部 営業本部

営業1部 副部長

兼 関西支店員

ｱﾘﾏ ｼﾝｲﾁ

有馬 進一
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（別紙３） 部門長の人事異動内容（2016年4月1日付） （つづき）

新 旧 氏 名

プロダクト事業本部 営業本部

営業2部長

プロダクト事業本部 営業本部 営業2部員

兼 関西支店員

ｽﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

須田 康裕

プロダクト事業本部

事業企画本部長 兼 事業企画部長
プロダクト事業本部長付

ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ

岡田 健

プロダクト事業本部 事業企画本部

プロダクトコンサルティング部長

プロダクト事業本部 マーケティング本部

プロダクトコンサルティング部長

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

山田 純一

プロダクト事業本部 事業企画本部

プロダクトコンサルティング部 副部長

プロダクト事業本部 マーケティング本部

プロダクトコンサルティング部 副部長

ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

吉原 一記

プロダクト事業本部

プロダクトサービス本部 副本部長

プロダクト事業本部 プロダクトサービス本部

システムインテグレーション1部長

ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ

早川 真

プロダクト事業本部 プロダクトサービス本部

システムインテグレーション1部長

プロダクト事業本部 プロダクトサービス本部

システムインテグレーション1部 副部長

ﾎﾝﾀﾞ ｱｷｵ

本多 章雄

プロダクト事業本部 プロダクトサービス本部

関西プロダクトサービス部長
関西支店員

ﾋﾉ ﾕｳｺ

日野 裕子

関西支店長 関西支店 副支店長
ｳｷﾀ ｼﾝｲﾁ

浮田 真一

以上


