平成 17 年５月 26 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 17 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．趣旨
当社は、平成 16 年６月１日にインダストリー毎の組織再編等を行い、顧客カバレージの拡大、パートナ
ービジネスの拡充を進めてまいりました。また、平成 17 年 1 月 1 日には、ビジネス・アプリケーションお
よびデータベース・テクノロジーの成長を目指し、高度な提案力や専門性を有する組織体制の構築に向けて、
製品ごとの販売推進活動を行うテクノロジープロダクト統括本部、アプリケーションプロダクト統括本部を
新設いたしました。
今般、戦略立案から製品出荷まで製品軸を大きく打ち出した「システム事業統括」「インダストリー&ア
プリケーション事業統括」の２つの製品ビジネスグループを新設し、製品ごとに専門性の高い製品知識・ス
キルを有する組織体制を構築します。両組織は、各々の製品の戦略立案、製品出荷、販売支援、販売活動を
一貫して担い、収益性を意識した運営を行います。
２．組織改革
(１)「システム事業統括」の設置
データベース・テクノロジー製品の戦略立案、製品出荷、販売支援、販売活動を行う「システム事業統括」
を新設する。企業のシステム統合、データ統合、ダウンサイジング需要などに対応し、大規模システム商談
の獲得を目指すとともに、引続き SME 市場への深耕も行っていく。これらの大規模市場から SME 市場までの
旺盛な需要に対応するため、パートナーとの更なる協業体勢の強化を図る。更に、既存データベース顧客層
をベースに、後述の「インダストリー＆アプリケーション事業統括」の主幹製品であるビジネス・アプリケ
ーション製品需要の開拓も合わせて行っていく。
(２)「インダストリー＆アプリケーション事業統括」の設置
ビジネス・アプリケーション製品の戦略立案、製品出荷、販売支援、販売活動と共に、インダストリー
毎の主要顧客に対してのデータベース・テクノロジー製品の販売支援、販売活動を行う「インダストリー
＆アプリケーション事業統括」を新設する。インダストリー別に特化した営業本部の専門性を強化し、パ
ートナー協業によるビジネス・アプリケーション製品の効率的な販売を拡大する。同時に 「システム事業
統括」と連携しながら、主要顧客へのデータベース・テクノロジー製品のより一層の浸透を図る。
(３)「支社統括本部」の設置
支社を統括する組織として「支社統括本部」を新設し、大口顧客や中堅・中小市場向けの営業を強化する
と同時に、パートナーとの協業連携を促進する。「システム事業統括」および「インダストリー＆アプリケ
ーション事業統括」と連携し、エリアにおけるオラクルのシェアの向上を図る。
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３．人事異動
(1) 取締役
新
代表取締役社長 最高経営責任者
兼 ｼｽﾃﾑ事業統括 最高執行責任者

氏 名
新宅 正明

取締役副社長執行役員 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮ
ﾝ事業統括 最高執行責任者 兼 コンサルテ

旧
代表取締役社長 最高経営責任者
兼 テクノロジープロダクト統括本部長
取締役専務執行役員 ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業開発

東 裕二

室・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

ィングサービス本部長

兼 コンサルティングサービス本部長

取締役常務執行役員 サポートサービス本部

取締役常務執行役員ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ統括・

長 兼 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 アプ

保科 実

リケーション事業推進本部長

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ担当 兼 アプリケーションプロダ
クト統括本部長 兼 サポートサービス本部長

(2) 執行役員／プロフェッショナルオフィサー／本部長／支社長／支店長
新
常務執行役員 支社統括本部長
常務執行役員 システム事業統括 アライア
ンスビジネス統括本部長
執行役員 オラクルユニバーシティ本部長
兼 支社統括本部 副統括本部長
執行役員 システム事業統括 システム事業
推進本部長

氏 名

茂木 正之 常務執行役員 中部・東日本統括本部長
常務執行役員 パートナービジネス統括本部
前田 浩

兼 金融インダストリー本部長

長 兼 ビジネスアライアンス本部長
兼 西日本統括本部長 兼 北陸支社長

武井 直

執行役員 オラクルユニバーシティ本部長
執行役員 クロスインダストリー統括本部長

三澤 智光 兼 テクノロジープロダクト統括本部副統括
本部長

執行役員 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括
インダストリー第三統括本部長

旧

執行役員 インダストリー第三統括本部長
桑原 宏昭 兼 金融インダストリー本部長
兼 ビジネスオンデマンド開発室長

兼 ビジネスオンデマンド開発室長
執行役員 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括
インダストリー第二統括本部長

三露 正樹 執行役員 インダストリー第二統括本部長

兼 産業営業本部長
執行役員 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括
アジアパシフィック事業開発本部長
執行役員 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括
インダストリー第一統括本部長

沼田 治

執行役員 アジアパシフィック事業開発室長

前田 和彦 執行役員 インダストリー第一統括本部長

執行役員 ﾁｰﾌﾘｰｶﾞﾙｵﾌｨｻｰ 法務室長

木村 俊明 プロフェッショナルオフィサー 法務室長

執行役員 経営企画室長

三谷 仁子

執行役員 人事本部長

村田 聡
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プロフェッショナルオフィサー CEO オフィ
ス室長
プロフェッショナルオフィサー 人事本部長

新
プロフェッショナルオフィサー システム事
業統括 グローバルアライアンス戦略本部長

プロフェッショナルオフィサー システム事
業統括 システムソリューション本部長
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 製造ソリュ
ーション推進本部長

氏 名

プロフェッショナルオフィサー テクノロジ
松島 晴彦

プロフェッショナルオフィサー テクノロジ
新井 智

縄田 雅秀

マーケティング本部長

堀 亮一

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 アプリケー
ション営業本部長
システム事業統括 クロスインダストリー営
業本部長
支社統括本部 西日本支社長 兼 松下事業部
長 兼 広島支店長
システム事業統括 アドバンストソリューシ
ョン本部長

石川 正明

谷口 英治

丹下 博

林 徹

岩田 健一

支社統括本部 北海道支社長

吉田 淳

支社統括本部 中部支社長
兼 トヨタ事業部長
支社統括本部 西部支社長

括本部 ビジネスパートナー営業本部長
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 インダスト
リー第二統括本部 通信・公共営業本部長

Direct 長
アドバンストソリューション本部長 兼 マー
ケティング本部長
アプリケーションプロダクト統括本部 ソリ
ューションラボ長

インダストリー第二統括本部 流通・サービス
営業本部長
インダストリー第二統括本部 製造営業部長
アドバンストソリューション本部 マーケテ
ィンググループ長
クロスインダストリー統括本部 Oracle
Direct 営業開発部長
中部・東日本統括本部 北海道支社長

江口 良和 西日本統括本部 西部支社長

安田 正樹

猪子 敬介

関屋 剛

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 インダスト
リー第三統括本部 公共インダストリー本部

クロスインダストリー統括本部 Oracle

小笠原 誠 中部・東日本統括本部 中部支社長

長
システム事業統括 アライアンスビジネス統

リーコンサルティング部長

佐々木 賢一 中部・東日本統括本部 東北支社長

システム事業統括 アライアンスビジネス統
括本部 テクノロジーアライアンス営業本部

コンサルティングサービス本部 インダスト

本田 匡史 担当シニアディレクター(社長付)

システム事業統括 Oracle Direct 本部長

支社統括本部 東北支社長

ープロダクト統括本部 テクノロジープロダ
クト技術本部長

藤本 寛

ションソリューション本部長

ープロダクト統括本部 テクノロジープロダ
クトアライアンス本部長

営業企画室長

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 アプリケー

旧

白石 昌樹

長
3

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 第二営業部長
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
通信インダストリー本部長

インダストリー第三統括本部 公共・教育・医
療インダストリー本部 公共営業部長

新

氏 名

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括 インダスト
リー第三統括本部 医療インダストリー本部

宮本 竜哉

長

旧
インダストリー第三統括本部 公共・教育・医
療インダストリー本部 医療 SC 部長
西日本統括本部 西日本支社アプリケーショ

支社統括本部 西日本支社 北陸支店長

河村 潤一

支社統括本部 沖縄支店長

角谷 憲之 西日本統括本部 沖縄支社長

ン営業部 担当シニアマネジャー

以 上
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組織図（平成17年６月1日付）
＜取締役会メンバー＞
代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 新宅 正明
取締役副社長執行役員 最高執行責任者 東 裕二
取締役専務執行役員 最高財務責任者 野坂 茂
取締役常務執行役員 保科 実
（以上は執行役員兼務）
取締役 D.H.ｳｨﾘｱﾑｽﾞ
取締役 J.L.ﾎｰﾙ
常勤監査役 所 芳正
監査役 中森 真紀子
監査役 野間 自子

ｼｽﾃﾑ事業統括
最高執行責任者

（兼）新宅 正明

ｼｽﾃﾑ事業推進本部
執行役員
本部長
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾗｲｱﾝｽ戦略本部
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ
本部長
ｱﾗｲｱﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部
常務執行役員 統括本部長
ｸﾛｽｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ営業本部
本部長
Oracle Direct
本部長
ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ
本部長
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
本部長

三澤 智光
松島 晴彦
前田 浩
谷口 英治
岩田 健一
新井 智
林 徹

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ＆ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業統括
取締役副社長執行役員 最高執行責任者 東 裕二
代表取締役社長 最高経営責任者
新宅 正明

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業推進本部
本部長
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第一統括本部
執行役員 統括本部長
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第二統括本部
執行役員 統括本部長
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ第三統括本部
執行役員 統括本部長
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ営業本部
本部長
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
本部長
製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部
本部長
ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業開発本部
執行役員
本部長
支社統括本部
常務執行役員 統括本部長
執行役員 副統括本部長
営業企画室
室長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ開発室
室長
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部
本部長
ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部
取締役常務執行役員
本部長
ｵﾗｸﾙﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ
執行役員
本部長
経営企画室
執行役員
室長
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
本部長
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｵﾌｨｻｰ
室長

(兼）保科 実
前田 和彦
三露 正樹
桑原 宏昭
本田 匡史
石川 正明
縄田 雅秀
沼田 治

茂木 正之
（兼）武井 直
藤本 寛
(兼) 桑原 宏昭
(兼) 東 裕二
保科 実
武井 直
三谷 仁子
堀 亮一
国実 真由美

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
本部長 (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
本部長 丹野 淳
人事本部
執行役員

本部長

村田 聡

執行役員
ﾁｰﾌﾘｰｶﾞﾙｵﾌｨｻｰ
経営監査室

室長

木村 俊明

室長

高岡 由美子

法務室

