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平成 28 年５月 10 日 

各  位 

会 社 名  株式会社ヴィンクス                   

代表者名  代表取締役 社長執行役員    藤田  俊哉 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３７８４）      

問合せ先  取締役 常務執行役員 管理本部長    木元 覚 

（ＴＥＬ．０３－５２０９－７３５１）  

役員人事に関するお知らせ 

当社は、平成 28 年５月 10 日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

なお、役員人事につきましては、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 27 回定時株主総会及びその後

の取締役会において正式に決定される予定です。 

記 

 

１．取締役の異動（平成 28 年６月 28 日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

大西 誠 

（おおにし まこと） 

取締役 専務執行役員 

 アウトソーシング事業担当 

取締役 常務執行役員 

 アウトソーシング事業担当 

服巻 俊哉 

（ふくまき としや） 

取締役 常務執行役員 

 特定顧客事業担当 

取締役 執行役員 

 特定顧客事業担当 

竹内 雅則 

（たけうち まさのり） 

取締役 常務執行役員 

企画本部長 

常務執行役員 

企画本部長 
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２．新役員体制（平成 28 年６月 28 日付） 

（１）取締役 

氏名 役職名 

藤田 俊哉 

（ふじた としや） 
代表取締役 社長執行役員 

今城 浩一 

（いまぎ こういち） 

取締役 専務執行役員 

 技術本部長 兼 

カスタマーイノベーション事業担当 兼

デジタルサービス事業担当 兼 

品質管理担当 

大西 誠 

（おおにし まこと） 

取締役 専務執行役員 

 アウトソーシング事業担当 

木元 覚 

（きもと さとる） 

取締役 常務執行役員 

 管理本部長 

服巻 俊哉 

（ふくまき としや） 

取締役 常務執行役員 

 特定顧客事業担当 

竹内 雅則 

（たけうち まさのり） 

取締役 常務執行役員 

企画本部長 

豊田 浩一 ※１ 

（とよた こういち） 
取締役 

岡嶋 秀実 ※２ 

（おかじま ひでみ） 
取締役 

川口 勉  ※３ 

（かわぐち つとむ） 
取締役 

大石 健樹 ※３ 

（おおいし たてき） 
取締役 

※１ 取締役 豊田浩一は、非業務執行取締役であり富士ソフト株式会社において取締役専務執

行役員生産・受注担当兼受託部門統括イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダク

ト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当兼ＡＳＩ事業部担当兼営業本部長を兼

務しております。 

※２ 取締役 岡嶋秀実は、非業務執行取締役であり富士ソフト株式会社において執行役員エリ

ア事業本部長を兼務しております。 

※３ 取締役 川口勉及び大石健樹は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株

式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。 

 

（２）監査役 

氏名 役職名 

水口 賢  ※１ 

（みなくち まさる） 
常勤監査役 

村田 智之 ※１、※２ 

（むらた ともゆき） 
監査役 

佐藤 吉浩 ※１ 

（さとう よしひろ） 
監査役 

※１ 監査役 水口賢、村田智之及び佐藤吉浩の３名は、何れも社外監査役であります。 

※２ 監査役 村田智之は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しておりま

す。 

 

 



－3－ 

（３）執行役員 

氏名 役職名 

河野 文豊 

（かわの ふみとよ） 

専務執行役員 

 カード事業本部長 

三輪 隆浩 

（みわ たかひろ） 

常務執行役員 

 特定顧客事業本部長 

深尾 浩紹 

（ふかお ひろつぐ） 

常務執行役員 

 アライアンスビジネス担当 

岩見 義朗 

（いわみ よしろう） 

執行役員 

 グローバル事業推進プロジェクト担当

貝津 治彦 

（かいづ はるひこ） 

執行役員 

カスタマーイノベーション事業本部長 兼

デジタルサービス事業本部長 

稲葉 将 

（いなば すすむ） 

執行役員 

 デジタルサービス事業本部 

  副本部長 兼 

  デジタルリテール営業部長 

上野 恭司 

（うえの やすし） 

執行役員 

 企画本部 

  副本部長 兼 

  新規事業企画室長 

小川 晋一 

（おがわ しんいち） 

執行役員 

 カード事業本部副本部長 

吉田 太一 

（よしだ たいち） 

執行役員 

 営業本部長 

西條 直樹 

（さいじょう なおき） 

執行役員 

 管理本部副本部長 
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略歴（新任取締役） 

 

 

新役職名  取締役常務執行役員企画本部長 

氏  名  竹内 雅則 （たけうち まさのり） 

生年月日  昭和41年３月28日 

略  歴  昭和63年４月  東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社 

平成20年１月  富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長 

平成20年５月  富士ソフトディーアイエス株式会社（旧 株式会社ヴィクサス、 

平成25年４月１日付で当社が吸収合併）（出向）取締役企画本部長 

平成23年３月  株式会社ヴィクサス（平成25年４月１日付で当社が吸収合併）移籍 

取締役企画本部長 

平成24年４月  同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当 

平成25年４月  当社執行役員企画本部長 

平成26年４月  当社常務執行役員企画本部長（現任） 

平成26年10月  Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役 

平成27年６月  株式会社エス・エフ・アイ（平成27年10月1日付で当社が吸収合併） 

取締役 

 

 

以  上 


