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平成 24 年６月 27 日 

各  位 

大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 東洋紡ビル

ヴィンキュラム ジャパン株式会社

代表取締役社長 瀧澤 隆 

  （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：3784）

問い合わせ先 執行役員管理部長 西條 直樹

TEL 06-6348-8951

役員人事に関するお知らせ 

当社は、平成 24 年６月 27 日開催の第 23 回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会にお

いて、下記のとおり正式決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（平成 24 年６月 27 日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

服巻 俊哉 

（ふくまき としや） 

取締役 兼 執行役員 

 グローバル特定顧客推進担当 兼 

 グローバル特定顧客推進室長 兼 

 アセアン事業推進室長 

執行役員 

 グローバル特定顧客推進室長 

佐藤 諭  ※１ 

（さとう さとし） 
取締役 （新任） 

小谷 知哉 ※２ 

（こたに ともや） 
取締役 （新任） 

※１ 取締役 佐藤諭は、社外取締役であり富士ソフト株式会社において常務執行役員エリア事

業本部長、システム事業本部長を兼務しております。 

※２ 取締役 小谷知哉は、社外取締役であり富士ソフト株式会社において執行役員ソリューシ

ョン事業本部副本部長を兼務しております。 

両氏は、富士ソフトグループとの一層の連携強化を図るため就任するものです。 

 

 

２．監査役の異動（平成 24 年６月 27 日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

生嶋 滋実 ※１ 

（いくしま しげみ） 
常勤監査役 （新任） 

井口 與志昭 

（いぐち よしあき） 
（退任） 常勤監査役 

※１ 監査役 生嶋滋実は、社外監査役であり富士ソフト株式会社において監査役を兼務してお

ります。 
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３．新役員体制（平成 24 年６月 27 日付） 

（１）取締役 

氏名 役職名 

瀧澤 隆 

（たきざわ たかし） 
代表取締役社長 兼 執行役員 

下垣 博美 

（しもがき ひろみ） 

専務取締役 兼 執行役員 

 営業統括、グループ事業推進担当 

大西 誠  ※１ 

（おおにし まこと） 

常務取締役 

 中国・アセアン統括担当 

吉田 裕 

（よしだ ゆたか） 

取締役 

管理統括担当 

服巻 俊哉 

（ふくまき としや） 

取締役 兼 執行役員 

 グローバル特定顧客推進担当 兼 

グローバル特定顧客推進室長 兼 

 アセアン事業推進室長 

佐藤 諭 

（さとう さとし） 
取締役 

小谷 知哉 

（こたに ともや） 
取締役 

※１ 常務取締役 大西誠は、維傑思科技（杭州）有限公司の董事長兼総裁を兼務しております。 

 

（２）監査役 

氏名 役職名 

生嶋 滋実 

（いくしま しげみ） 
常勤監査役 

村田 智之 

（むらた ともゆき） 

監査役 

※独立役員に選任しております。 

佐藤 吉浩 

（さとう よしひろ） 
監査役 

監査役の３名は、何れも社外監査役であります。 

 

（３）執行役員 

氏名 役職名 

長田 光男 

（ながた みつお） 

執行役員 

 特別プロジェクト推進室長 

宮本 義民 

（みやもと よしたみ） 

執行役員 

 カスタマーイノベーション事業部長 兼

  特定顧客第二システム部長 

藤川 尚志 

（ふじかわ たかし） 

執行役員 

 プロダクト事業部長 

岩見 義朗 

（いわみ よしろう） 

執行役員 

 アウトソーシング事業部長 兼 

  カードシステム部長 

柳沢 克久 

（やなぎさわ かつひさ） 

執行役員 

 ソフトウェア本部長 

三輪 隆浩 

（みわ たかひろ） 

執行役員 

 特定顧客事業部長 

西條 直樹 

（さいじょう なおき） 

執行役員 

 管理部長 

 

 

 

 

 



－3－ 

略歴（新任取締役及び新任監査役） 
 
 
新役職名   取締役兼執行役員グローバル特定顧客推進担当兼 

グローバル特定顧客推進室長兼アセアン事業推進室長 
氏  名   服巻 俊哉 （ふくまき としや） 
生年月日   昭和38年１月28日 
略  歴   昭和61年４月  株式会社ニチイ（現 イオンリテール株式会社）入社 

平成３年２月  当社入社（出向） 
平成４年９月  当社転籍 
平成16年４月  当社カードシステム事業部長 
平成18年６月  当社取締役カードシステム事業部長 
平成21年４月  当社取締役アウトソーシング事業部長 
平成21年10月  当社取締役アウトソーシング事業部長兼 

アウトソーシング事業部事業戦略室長 
平成22年４月  当社執行役員特定顧客事業部長 
平成23年10月  当社執行役員グローバル特定顧客推進室長 
平成24年１月  維傑思科技（杭州）有限公司副総経理（現任） 
平成24年６月  当社取締役兼執行役員グローバル特定顧客推進担当兼 

グローバル特定顧客推進室長兼アセアン事業推進室長（現任） 
 
新役職名   取締役 
氏  名   佐藤 諭 （さとう さとし） 
生年月日   昭和38年６月24日 
略  歴   昭和59年４月  日本精工株式会社入社 

昭和61年９月  富士ソフトウエア株式会社（現 富士ソフト株式会社）入社 
平成16年10月  同社ＩＴ事業本部副本部長 
平成19年10月  同社システム事業本部ＣＴ事業部長 
平成21年10月  同社システム開発事業グループ制御アプリケーションユニット長 
平成22年４月  同社執行役員エリア事業グループ長 
平成24年４月  同社常務執行役員エリア事業本部長、システム事業本部長（現任） 
平成24年６月  当社取締役（現任） 

 
新役職名   取締役 
氏  名   小谷 知哉 （こたに ともや） 
生年月日   昭和48年７月２日 
略  歴   平成８年４月  富士ソフト株式会社入社 

平成20年10月  同社システム事業本部ＥＴ事業部第２技術部長 
平成21年10月  同社システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 
平成23年４月  同社システム開発事業グループ副事業グループ長 
平成24年４月  同社執行役員ソリューション事業本部副本部長（現任） 
平成24年６月  当社取締役（現任） 

 
新役職名   常勤監査役 
氏  名   生嶋 滋実 （いくしま しげみ） 
生年月日   昭和25年11月13日 
略  歴   昭和50年４月  日機装株式会社入社 

昭和58年７月  株式会社富士ソフトウエア研究所（現 富士ソフト株式会社）入社 
平成６年６月  同社取締役 
平成13年６月  同社常務取締役 
平成14年７月  同社常務取締役管理本部長 
平成19年１月  同社常務取締役アウトソーシング事業本部長 
平成21年６月  同社常務執行役員 
平成21年10月  同社常務執行役員ソリューション事業グループ長 
平成22年４月  同社専務執行役員 
平成22年６月  同社専務取締役 
平成24年６月  同社監査役（現任） 
平成24年６月  当社監査役（現任） 

 

以  上 


