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報道発表資料 

2016年 5 月 24 日 

インフォテリア株式会社 

取締役候補者の内定、及び機構改革・人事異動について 

新任取締役候補に元 金融庁長官、五味廣文 氏 
 

インフォテリア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：

3853、以下、インフォテリア）は、2016年 5月 24 日開催の取締役会において、下記の役員人事

を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事は、2016年 6月 18 日に開催予定の

第 18回定時株主総会の選任決議をもって正式決定する予定です。 

また、2016年 4月 1 日付で実施した機構改革及び人事異動についても併せてお知らせします。 

 

１．役員人事 

（１） 取締役候補者（2016年 6月 18日付） 

攻めのコーポレート・ガバナンス実現のため、社外取締役 3名を含む取締役 4 名を選任す

る予定であります。 

 

氏名 選任の種別 主な現役職等 

平野
ひらの

 洋一郎
よういちろう

 重任 代表取締役社長 

田村
たむら

 耕太郎
こうたろう

 重任 

取締役（社外） 

国立シンガポール大学兼任教授就任  

Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO  

Milken Institute, Asia Fellow   

Anis
アニス

 Uzzaman
ウ ッ ザ マ ン

 重任 
取締役（社外）  

Fenox Venture Capital General Partner & CEO 

五味
ご み

 廣
ひろ

文
ふみ

 （※） 新任 

元 金融庁長官 

青山学院大学特別招聘教授 

株式会社ミロク情報サービス監査役 

西村あさひ法律事務所顧問 

ボストンコンサルティンググループアドバイザー 

アイダエンジニアリング株式会社取締役 

 

※五味廣文氏の略歴 （1949年 5月 13日生） 
時期 略歴 

1972年 4月 大蔵省入省 
1996年 7月 大蔵省銀行局調査課長 

1998年 6月 金融監督庁検査部長 
2000年 7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 

2001年 7月 金融庁検査局長 
2002年 7月 金融庁監督局長 

2004年 7月 金融庁長官 
2007年 7月 金融庁離職 

2009年 10月 株式会社プライスウォーターハウスクーパ ース総合研究所理事長 
2009年 11月 青山学院大学特別招聘教授（現任） 

2011年 6月 株式会社ミロク情報サービス監査役（現任） 
2014年 1月 西村あさひ法律事務所顧問（現任） 

2015年 2月 ボストンコンサルティンググループアドバ イザー（現任） 
2015年 6月 アイダエンジニアリング株式会社取締役（現任） 
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（２）2016年 6月 18日以降の役員体制（予定） 

区分 氏名 会社における地位 

取締役 

平野 洋一郎 代表取締役 

田村 耕太郎 取締役（社外） 

Anis Uzzaman 取締役（社外） 

五味 廣文 取締役（社外）  ※新任 

監査役 

赤松 万也 常勤監査役（社外） 

尾崎 常行 監査役 

井上 雄二 監査役（社外） 

小口 光 監査役（社外） 

 

２．執行役員の異動（2016年 6月 18日付） 

氏名 新 旧 

北原 淑行 

執行役員 

最高技術責任者 

副社長 

執行役員 

副社長 

齊藤 裕久 

執行役員 

最高財務責任者 

コーポレート本部長 

執行役員 

コーポレート本部長 

 

３．機構改革（2016年 4月 1日付） 

これまで別々の本部に所属していた「技術サポート）および「マーケティング」の機能を、

ASTERIA 事業本部とネットサービス事業本部の 2 つの事業本部に統合するなど、製品ごとの事

業目的に沿ってより迅速に活動しやすい体制を実現しました。 

（１）新設部門 

・ASTERIA事業本部 マーケティング部 

・ASTERIA事業本部 製品技術部 

・ネットサービス事業本部 マーケティング部 

・ネットサービス事業本部 製品技術部 

・グローバル事業推進室 

・広報・IR 室 

（２）廃止部門 

   ・東京 R&Dセンター 技術サポート部（各製品事業本部に統合） 

・マーケティング本部（各製品事業本部に統合） 

・海外プロジェクト（グローバル事業推進室に格上げ） 

（３）名称変更 

新 旧 

ネットサービス事業本部 Handbook 事業本部 

ASTERIA 事業本部 営業推進部 ASTERIA 事業本部 営業支援部 

カスタマーインティマシー推進室 事業推進室 
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４．人事異動（部長、室長以上） （2016年 4月１日付） 

氏名 新 旧 

黒柳 開太郎 
ネットサービス事業本部 

副本部長 兼 営業部長 

Handbook 事業本部 

営業部長 

中嶋 誠 
ネットサービス事業本部 

製品技術部長 

マーケティング本部 

プロダクトマーケティング部長 

松村 宗和 

ネットサービス事業本部 

マーケティング部長 

兼 グローバル事業推進室長 

海外プロジェクト General Manager 

兼 マーケティング本部 

ディマンドジェネレーション部長 

垂見 智真 
ASTERIA 事業本部 

マーケティング部長 

マーケティング本部 

ディマンドジェネレーション部長 

長澤 均 
ASTERIA 事業本部 

製品技術部長 

東京 R&Dセンター 

技術サポート部長 

荒井 琢  
ASTERIA 事業本部 

第 1 営業部長 

ASTERIA 事業本部 

第 1 営業部 副部長 

東出 武也 
ASTERIA 事業本部 

営業推進部長 

ASTERIA 事業本部 

営業支援部 副部長 

穴沢 悦子 
カスタマーインティマシー 

推進室長 
事業推進室長 

長沼 史宏 広報・IR室長 
マーケティング本部 

コミュニケーション部 副部長 

 

＜参考＞ 

新）2016年度 組織図（4月 1日より） 旧）2015年度 組織図 

 

 

＜プレスリリース 掲載 URL＞ 

https://www.infoteria.com/jp/news/press/2016/05/24_01.php 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】 

インフォテリア株式会社 広報・IR 室：長沼史宏 

TEL:03-5718-1297 ／ FAX:03-5718-1261 ／ E-mail: press@infoteria.com 

https://www.infoteria.com/jp/news/press/2016/05/24_01.php
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