
 
2014 年 4 月 22 日 

 
各      位 

会 社 名  パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 

代表者名  取締役社長 前川 一博 

（コード番号 4283 東証第一部） 

問合せ先  取 締 役 吉川 達夫 

（ＴＥＬ : 06－6906－2801） 
  
 

役員の異動に関するお知らせ 
 

当社は、2014 年 4 月 22 日開催の取締役会において 2014 年 6 月 18 日付の役員の異動を内定いたしました

のでお知らせいたします。 

 
 

記 
 
１． 取締役の異動（2014 年 6 月 18 日付） 

 
（１）取締役候補者 

当社取締役 8名全員は、2014年 6月 18日開催の第 16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、

髙崎修一はこれを機に退任いたします。つきましては、経営体質強化のため取締役を 1 名増員し、以下   

9 名を取締役候補者として定時株主総会に付議いたします。 
 

氏名 6 月 18 日付役職・職務※ 
下線部は今回から新たに担当する役職・職務 

現役職・担当職務 

前川 一博 代表取締役社長 （再任） 代表取締役社長 

岡島 万樹 代表取締役副社長 
経営企画担当 （再任） 代表取締役副社長 

経営企画担当 

久野 晃 

専務取締役 

開発・海外事業推進・品質担当、 

ES サポート本部長 
（昇任） 

常務取締役 
開発・海外事業推進担当、 

ES サポート本部長 

黒野 尚 常務取締役 
東京支社・CIO・人事・エンジニアリング担当 （再任） 

常務取締役 
運用・CIO・人事担当、 
サービスビジネス本部長 

吉川 達夫 

取締役 
経理・法務・総務・CSRM・ 
内部統制・倫理担当、 
経理部長 

（再任） 

取締役 
経理・法務・総務・CSRM・ 
内部統制・倫理担当、 
経理部長 

大西 元 取締役 

ソリューションビジネス本部長 （新任） 執行役員 
ソリューションビジネス本部長 

前田 孝 取締役 

サービスビジネス本部長 
（新任） 

執行役員 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC サービス担当） 
（兼）IDC サービス事業部長 

中川 隆広 取締役（非常勤） （再任） 取締役（非常勤） 
古田 英範 取締役（非常勤） （再任） 取締役（非常勤） 
※役職・職務につきましては、定時株主総会後の取締役会での決議により決定される予定です。 
 

 



 
（２）退任予定取締役 

氏名 現役職・担当職務 

髙崎 修一 取締役 

東京支社・品質・エンジニアリング担当 

 
 

２．監査役の異動 
当社監査役岩橋誠は 2014 年 6 月 18 日開催の第 16 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、同氏を監査役候補者として定時株主総会に付議いたします。 
 

氏名 6 月 18 日付役職・職務 現役職・担当職務 

岩橋 誠 監査役 
（現職は継続） （再任） 監査役 

（JFE システムズ株式会社 顧問） 
 
 
３．執行役員の担当職務の変更 

氏名 6 月 18 日付役職・職務※ 
下線部は今回から新たに担当する役職・職務 

現役職・担当職務 

田中 啓介 

執行役員 
技術開発・新事業担当、 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC ソリューション担当） 
（兼）IDC ソリューションセンター長 

執行役員 
技術開発・新事業担当、 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC ソリューション担当） 

酒井 智幸 

執行役員 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC サービス担当） 

（兼）IDC サービス事業部長 

執行役員 
サービスビジネス本部 
IDC ソリューションセンター長 

※職務につきましては、定時株主総会後の取締役会での決議により決定される予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
■新任取締役候補者の経歴 
 

氏 名  大西 元（おおにし・はじめ） 
生年月日  1959（昭和 34）年 4 月 4 日 
経 歴  1982（昭和 57）年 4 月 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社） 入社 
  2003（平成 15）年 12 月 当社 B2B ソリューション事業部長 
  2007（平成 19）年 4 月 当社 EAI・CRM ソリューション事業部長 
  2007（平成 19）年 12 月 当社 東日本営業部長 
  2008（平成 20）年 4 月 当社 執行役員（現） 

東京支社担当、 
ソリューション営業本部長 

  2009（平成 21）年 4 月 当社 営業本部長 
  2010（平成 22）年 4 月 当社 エンジニアリング担当 

   開発営業部長 
  2013（平成 25）年 4 月 当社 ソリューションビジネス本部 

副本部長（システムソリューション担当） 
（兼）サービスビジネス本部  
副本部長（IDC ソリューション担当） 

  2014（平成 26）年 4 月 当社 ソリューションビジネス本部長（現） 
 

氏 名  前田 孝（まえだ・たかし） 
生年月日  1960（昭和 35）年 2 月 1 日 
経 歴  1982（昭和 57）年 4 月 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社） 入社 
  2004（平成 16）年 6 月 当社 ネットワーク事業部長 
  2007（平成 19）年 4 月 当社 ネットワークソリューション事業部長 
  2009（平成 21）年 4 月 当社 執行役員（現） 

IDC ビジネス本部長 
（兼）IDC ソリューション事業部長 

  2010（平成 22）年 4 月 当社 サービスビジネス本部  
副本部長（IDC 担当） 

  2013（平成 25）年 4 月 当社 サービスビジネス本部 
   副本部長（IDC サービス担当）（現） 

（兼）IDC サービス事業部長（現） 
 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（ご参考） 
【パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 2014 年 6 月 18 日以降の新体制（予定）】 

役職 氏名 担当職務 

代表取締役社長 前川 一博  

代表取締役副社長 岡島 万樹 経営企画担当 

専務取締役 久野 晃 
開発・海外事業推進・品質担当、 

ES サポート本部長 

常務取締役 黒野 尚 東京支社・CIO・人事・エンジニアリング担当 

取締役 吉川 達夫 経理・法務・総務・CSRM・内部統制・倫理担当、 
経理部長 

取締役 大西 元 ソリューションビジネス本部長 

取締役 前田 孝 サービスビジネス本部長 

取締役（非常勤） 中川 隆広  

取締役（非常勤） 古田 英範  

監査役 中林 裕二  

監査役（非常勤） 岩橋 誠  

監査役（非常勤） 古澤 英治  

執行役員 田中 啓介 

技術開発・新事業担当、 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC ソリューション担当） 
（兼）IDC ソリューションセンター長 

執行役員 前川 満 パナソニック ネットソリューションズ株式会社 
代表取締役社長 

執行役員 丸山 博儀 

ES サポート本部 

副本部長（業務システム運用・グローバルサポート担当） 

（兼）ソリューションビジネス本部副本部長 

（カスタマーソリューション担当） 

執行役員 南部 和彦 営業本部長（兼）東日本ソリューション営業部長 

執行役員 酒井 智幸 
サービスビジネス本部 
副本部長（IDC サービス担当） 
（兼）IDC サービス事業部長 

 



株主総会 

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 （別紙） 2014年6月18日付 

取締役会 監査役会 

監査役 監査役室 社長 

サービスビジネス本部 営業本部 

グローバルサポートセンター 

販売・流通ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 

内部監査室 

SCMソリューション事業部 西日本 
ソリューション営業部 

東日本 
ソリューション営業部 

人事部 総務部 経営企画部 法務部 経理部 東京支社 エンジニアリング企画部 品質保証部 R&Dセンター 

ESサポート本部 

システムソリューション事業部 

業務システム運用センター 

カスタマーソリューション事業部 

開発センター 

ソリューションビジネス本部 

IDCソリューションセンター 

IDCサービス事業部 

IDC運用センター 
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