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平成16年６月１日

各 位  

 

会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社

代 表 者 名
代表取締役社長 

最 高 経 営責任者  
新 宅  正 明

 （コード番号 ４７１６ 東証第一部）

問 合 せ 先
取締役専務執行役員 

最 高 財 務責任者  
野 坂  茂

（ＴＥＬ．０３-５２１３-６６６６）

 

人事異動および組織改革に関するお知らせ 

 
当社は、平成 16 年６月１日付で、下記のとおり人事異動および組織改革を実施いたしますので、お知らせ
いたします。 
 

記 
 
１．人事および組織改革実施の理由 
当社は、本日、2005年度の戦略概要を発表しました。中期経営計画「Oracle Japan Innovation 2003」
の2年目を迎え、2004年度に行った改革の定着と事業の成長を目指します。 
この改革の定着と事業の成長を具現化するため、ビジネスのカバレージ（範囲）拡大への施策とし
て、１）産業毎の組織を進化させ、コンサルティング機能との統合を進めるとともにソリューション
提案力の増強を目指し、２）中堅、中小などの多様な顧客ニーズに応えるべく、クロスインダストリ
ーの組織を強化し、３）ビジネスオンデマンド開発室を設け、オンデマンドのサービスを積極的に提
案してまいります。また、パートナー企業と共に、１）「Oracle 10g」など主力ソフトウェア製品のビ
ジネス機会と用途の拡大を行い、２）低価格製品などを加えて充実した製品ラインナップの浸透を推
進し、３）データベース製品のトップシェア維持と拡大をはじめ、各々製品市場におけるシェアの伸
長に注力します。さらに、これらの基幹事業を支えるオペレーションの統合などによるコスト削減と
コーポレートガバナンスを確立します。 
これらの戦略を実施するため、以下の人事異動および組織改革を実施いたします。 
 
２．人事異動（平成16年６月１日付） 
 
(1)取締役 

新 氏  名 旧 

代表取締役社長 最高経営責任者 
兼 パートナービジネス統括本部長 

新宅 正明 代表取締役社長 最高経営責任者 

取締役専務執行役員 
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｾｰﾙｽ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当 
兼 コンサルティングサービス本部長 

東 裕二 
取締役専務執行役員  
コンサルティングサービス担当 
兼 コンサルティングサービス本部長 

取締役専務執行役員 最高財務責任者 
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾝﾌﾗ開発・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ IT担当 
兼 ファイナンス本部長 

野坂 茂 
取締役常務執行役員 最高財務責任者 
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ IT・ｲﾝﾌﾗ開発担当 
兼 ファイナンス本部長 

取締役 
エグゼクティブアドバイザー 

山元 賢治 
取締役専務執行役員 
セールス・マーケティング・開発統括担当

 

 
(2)執行役員／プロフェッショナルオフィサー／支社長／本部長 

新 氏  名 旧 

常務執行役員 
中部・東日本統括本部長 

茂木 正之 
常務執行役員 
製造インダストリー本部長 

常務執行役員 
西日本統括本部長 

前田 浩 
執行役員 
西日本統括本部長 
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執行役員 
クロスインダストリー統括本部長 
兼 アジアパシフィック事業開発室担当

三澤 智光 
執行役員 
クロスインダストリー本部長  
兼 パートナービジネス本部長  

執行役員 
ビジネスオンデマンド開発室長 

桑原 宏昭 
執行役員 
ビジネスアウトソーシング開発室長 

執行役員 
アジアパシフィック事業開発室長 

沼田 治 プロフェッショナルオフィサー 
中国事業開発部長 

執行役員 
インダストリー第一統括本部長 

前田 和彦 
担当シニアディレクター 
製造インダストリー本部 
ハイテクインダストリー営業部長 

執行役員 
インダストリー第二統括本部長 

三露 正樹 
バイスプレジデント 
通信・公共インダストリー本部長 
兼 中部・東日本統括本部長 

執行役員 
インダストリー第三統括本部長 

村越 高王 
バイスプレジデント 
金融・医療インダストリー本部長 

プロフェッショナルオフィサー 
プロダクト・オペレーションズ長 D.S.ｼﾞｮﾗｯｸ バイスプレジデント 

プロダクトマネジメントオフィス長 
プロフェッショナルオフィサー 
ビジネス推進室長 松島 晴彦 バイスプレジデント 

CEO付 

プロフェッショナルオフィサー 
プロダクトＳＣ本部長 

新井 智 シニアディレクター 
コアテクノロジー本部長 

プロフェッショナルオフィサー 
CEO オフィス室長 三谷 仁子 バイスプレジデント 

社長室長 
プロフェッショナルオフィサー 
人事本部長 藤井 郁子 バイスプレジデント 

人事教育本部長 
シニアディレクター 
パートナービジネス統括本部 
ビジネスアライアンス本部長 

坂本 憲志 シニアディレクター 
アライアンスビジネス本部長 

シニアディレクター 
マーケティング本部長 
兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ長 

清水 照久 シニアディレクター 
マーケティング本部長 

シニアディレクター 
経営監査室長 高岡由美子 シニアディレクター 

監査室長 
ディレクター 
西日本統括本部 
沖縄支社長 

角谷 憲之 
ディレクター 
西日本統括本部 西日本支社 
公共ビジネス開発部長 

ディレクター 
パートナービジネス統括本部 
ビジネスパートナー本部長 

猪子 敬介 
ディレクター 
パートナービジネス本部 
第2営業部長 

ディレクター 
クロスインダストリー統括本部 
Oracle Direct長 

藤本 寛 
ディレクター 
クロスインダストリー本部 
Oracle Direct長 

 



３． 経営組織図　（平成16年６月１日付）

取締役副社長執行役員村木　央明

戦略企業担当

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 堀　亮一

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ D.S.ｼﾞｮﾗｯｸ

ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業開発室

執行役員 沼田　治

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 松島　晴彦

取締役専務執行役員  　東　裕二

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｾｰﾙｽ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第一統括本部

執行役員 前田　和彦

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第二統括本部

執行役員 三露　正樹

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第三統括本部

執行役員 村越　高王
代表取締役社長　最高経営責任者（CEO) ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄSC本部

新宅　正明 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 新井　智

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部
(兼)   　東　裕二

中部・東日本統括本部
常務執行役員 茂木　正之

西日本統括本部

＜取締役会メンバー＞ 常務執行役員 前田　浩

代表取締役社長  新宅　正明 ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ開発室

取締役副社長執行役員   村木　央明 執行役員 桑原　宏昭

取締役専務執行役員  　東　裕二 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部
取締役専務執行役員  　野坂　茂 (兼) 新宅　正明

（以上は執行役員兼務） ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾗｲｱﾝｽ本部

取締役  山元　賢治 ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　坂本　憲志

取締役   J.O.ﾍﾝﾘｰ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ本部

取締役   D.H.ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　猪子　敬介

取締役   J.L..ﾎｰﾙ
ｸﾛｽｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ統括本部

常勤監査役  小堤　延樹          執行役員 三澤　智光

常勤監査役  所　芳正            Oracle Direct

監査役  　中森　真紀子 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　藤本　寛

監査役  　野間　自子             ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 清水　照久

＜担当取締役＞ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

取締役副社長   村木　央明　　　戦略企業担当 (兼) 清水　照久

取締役専務執行役員  　東　裕二

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｾｰﾙｽ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ担当 ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部

取締役専務執行役員  　野坂　茂 常務執行役員 保科　実

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾝﾌﾗ開発・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝIT担当 ｵﾗｸﾙﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ

取締役　　山元　賢治 執行役員 武井　直

　 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ CEO　オフィス

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 三谷　仁子

取締役専務執行役員 最高財務責任者(CFO)

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾝﾌﾗ開発・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝIT担当　　野坂　茂

ﾌｧｲﾅﾝｽ本部

(兼)　野坂　茂

ｲﾝﾌﾗ開発本部

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 丹野　淳

人事本部

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 藤井　郁子

法務室

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ 木村　俊明

経営監査室
ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 高岡　由美子

以　　上

監査役会

株主総会
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