
＜別紙＞ 

 

役員略歴 

 

毛 利 隆 重 （もうり たかしげ） 

生年月日：１９５３年 １月１４日 ６１歳 

略  歴：１９８９年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００５年 ４月 同社 ＜業種ソリューションＢＵ＞第五ソリューション事業本部 

流通システム事業部長 

２００６年 ４月 同社 ＜企業ソリューションＢＵ＞流通・サービスソリューション

事業本部流通システム事業部長 

２００７年 ４月 同社 ＜企業ソリューションＢＵ＞流通・サービスソリューション

事業本部副事業本部長 

２００８年 ４月 ＮＥＣソフト株式会社 執行役員常務 

２００９年 ４月 日本電気株式会社 執行役員 

２０１１年 ６月 ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社 代表取締役社長 

２０１２年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 取締役 

２０１３年 ４月 ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 取締役 

２０１３年 ６月 同社 代表取締役 執行役員社長 

 

杉 山 清 （すぎやま きよし） 

 生年月日：１９５９年１２月１５日 ５４歳 

 略  歴：１９８３年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００８年 ７月 同社 ＜官庁・公共・金融・通信ソリューションＢＵ＞官公ソリュ

ーション事業本部第一官公システム事業部長 

２００９年 ４月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞官公ソリューション事業本部主席シス

テム主幹 

２０１０年 ４月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞官公ソリューション事業本部第一官公

ソリューション事業部長 

２０１１年 ７月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞官公ソリューション事業本部第二官公

ソリューション事業部長 

２０１２年 ４月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞公共・医療ソリューション事業本部副

事業本部長 

２０１３年 ４月 同社 ＜パブリックＢＵ＞理事 

 

酒 井 厚 嘉 （さかい あつよし） 



生年月日：１９５３年 ９月１０日 ６０歳 

略  歴：１９７７年１２月 日本電気ソフトウェア株式会社（２０００年よりＮＥＣソフト株式

会社） 入社 

２００３年 ７月 同社 モバイルソリューション事業部長 

２００４年 ４月 同社 モバイルシステム事業部長 

２００６年 ４月 同社 執行役員 兼 ＵＮシステム事業部長 

２００７年 ４月 同社 執行役員 兼 第三ソリューション事業本部長 

２００９年 ４月 同社 執行役員常務 兼 第一ソリューション事業本部長 兼 第

一事業企画本部長 

２００９年 ６月 同社 取締役 執行役員常務 

 

川 岡 眞 斎 （かわおか まさなり） 

 生年月日：１９５４年 ６月 ２日 ５９歳 

 略  歴：１９７７年 ４月 日本電気ソフトウェア株式会社（２０００年よりＮＥＣソフト株式

会社） 入社 

２００４年 ４月 ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 ソリューション事業本部第

二公共システム事業部長 

２００７年 ４月 同社 主幹 兼 ソリューション事業本部第三公共システム事業部

長 

２００８年 ４月 同社 執行役員 

２０１１年 ６月 同社 執行役員 兼 第一ソリューション事業本部副事業本部長 

２０１２年 ４月 同社 執行役員 兼 第一ソリューション事業本部長 

２０１２年 ６月 同社 取締役 執行役員常務 兼 第一ソリューション事業本部長 

２０１３年 ４月 同社 取締役 執行役員常務 

 

井 上 勝 己 （いのうえ かつみ） 

 生年月日：１９５４年１１月２３日 ５９歳 

 略  歴：１９７９年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００５年 ４月 同社 ＜ソフトウェアＢＵ＞コンピュータソフトウェア事業本部第

一コンピュータソフトウェア事業部長 

２００６年 ４月 同社 ＜ＩＴプラットフォームＢＵ＞コンピュータソフトウェア事

業本部第二コンピュータソフトウェア事業部長 

２０１０年 ４月 ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 執行役員常務付 

２０１０年 ６月 同社 取締役 執行役員常務 兼 プラットフォーム事業本部長 

２０１３年 ４月 同社 取締役 執行役員常務 

 



篠 原 朋 己（しのはら ともみ） 

生年月日：１９５５年 ３月１３日 ５９歳 

略  歴：１９７７年 ４月 日本電気ソフトウェア株式会社（２０００年よりＮＥＣソフト株式

会社） 入社 

２００４年 ４月 同社 新潟支社長代理 

２００５年 ４月 同社 新潟支社長 

２００７年 ７月 同社 執行役員 

２０１２年 ４月 同社 執行役員常務 

２０１２年 ６月 同社 取締役 執行役員常務 

 

辻 丸 善 太 （つじまる ぜんた） 

 生年月日：１９５５年 ８月１１日 ５８歳 

 略  歴：１９８２年 ４月 日本電気航空宇宙システム株式会社 入社 

２００６年１０月 同社 第二防衛航空システム事業部長 

２０１２年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 執行役員 

２０１２年１０月 同社 執行役員 兼 第二官庁ソリューション事業部長 

２０１３年 ４月 同社 執行役員常務 兼 第一ソリューション事業本部長 

 

清 水 隆 明 （しみず たかあき） 

生年月日：１９５４年 ９月２３日 ５９歳 

略  歴：１９７８年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００３年 ４月 同社 ＜業種営業事業ライン＞第一ソリューション営業事業本部第

二官庁ソリューション事業部長 

２００６年 ４月 同社 ＜官庁・公共・金融・通信ソリューションＢＵ＞官庁ソリュ

ーション事業本部長 

２００９年 ４月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞官公ソリューション事業本部長 

２０１０年 ４月 同社 執行役員 

２０１１年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 取締役 

 

木 下 学 （きのした まなぶ） 

生年月日：１９５４年 ５月１７日 ５９歳 

略  歴：１９７８年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００６年 ４月 同社 ＜企業ソリューションＢＵ＞流通・サービスソリューション

事業本部長 

２００８年 ４月 同社 執行役員 

２０１０年 ４月 同社 執行役員常務 



２０１０年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 取締役 

 

西 村 知 典 （にしむら とものり） 

 生年月日：１９５４年１１月 ５日 ５９歳 

 略  歴：１９７９年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００４年 ６月 同社 ＜社会インフラソリューションＢＵ＞航空宇宙・防衛事業本

部誘導光電事業部長 

２００７年 ４月 同社 ＜社会インフラソリューションＢＵ＞航空宇宙・防衛事業本

部副事業本部長 

２００８年 ４月 同社 執行役員 兼 ＜社会インフラソリューションＢＵ＞航空宇

宙・防衛事業本部長 

２０１０年 ４月 同社 執行役員常務 

 

山 元 正 人 （やまもと まさと） 

生年月日：１９５４年１０月２４日 ５９歳 

略  歴：１９８０年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００５年 ４月 同社 ＜ソフトウェアＢＵ＞コンピュータソフトウェア事業本部長 

２００９年 ４月 同社 執行役員 

２０１０年 ４月 同社 執行役員常務 

２０１０年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 取締役（２０１２年６月 退任） 

 

手 島 俊 一 郎 （てじま しゅんいちろう） 

 生年月日：１９５２年 ８月 ２日 ６１歳 

 略  歴：１９７５年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００３年 ８月 同社 ＜モバイル事業ライン＞モバイルターミナル事業本部モバイ

ルターミナルソフトウェア開発本部長 

２００４年 ９月 同社 ＜モバイルＢＵ＞モバイルソフトウェア事業本部副事業本部

長 

２００６年 ７月 同社 ＜モバイルターミナルＢＵ＞モバイルターミナルプロダクト

開発事業本部副事業本部長 

２００６年１１月 同社 ＜モバイルターミナルＢＵ＞モバイルターミナル事業本部長 

２０１０年 ４月 同社 執行役員 兼 ＜キャリアネットワークＢＵ＞ネットワーク

プラットフォーム事業本部長 

２０１１年 ７月 同社 執行役員常務 兼 ＜キャリアネットワークＢＵ＞ネットワ

ークプラットフォーム事業本部長 

 



庄 司 信 一 （しょうじ しんいち） 

生年月日：１９５４年 ５月１３日 ５９歳 

略  歴：１９７７年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００８年１０月 同社 ＜ＩＴプラットフォームＢＵ＞第二コンピュータ事業本部長 

２００９年 ４月 同社 ＜ＩＴプラットフォームＢＵ＞サーバ・ワークステーション

事業本部長 

２０１０年 ４月 ＮＥＣインフロンティア株式会社 取締役執行役員常務 

２０１０年 ６月 ＮＥＣインフロンティア株式会社 代表取締役社長 

２０１２年 ４月 日本電気株式会社 執行役員 

２０１２年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 取締役 

 

河 口 修 （かわぐち おさむ） 

 生年月日：１９５４年 １月１６日 ６０歳 

 略  歴：１９７７年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００３年 ４月 同社 ＜社会インフラ事業ライン＞社会インフラ企画本部経理部長 

２００６年 ４月 同社 ＜社会インフラソリューションＢＵ＞社会インフラソリュー

ション企画本部長代理 

２００７年 ４月 同社 ＜社会インフラソリューションＢＵ＞社会インフラソリュー

ション企画本部長代理 兼 ＜社会インフラソリューションＢＵ

＞社会インフラソリューション企画本部経理部長 

２００９年 ４月 ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 執行役員 兼 スタフ業務

部長 

２０１０年 ４月 同社 執行役員 

２０１３年 ６月 同社 監査役 

 

赤 松 万 也 （あかまつ かずや） 

生年月日：１９５５年 ７月２３日 ５８歳 

略  歴：１９７８年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００３年 ４月 同社  ＜国内営業事業ライン＞国内営業企画本部長代理 

２００５年１０月 同社 監査役室長 

２０１１年 ６月 ＮＥＣソフト株式会社 監査役 

 

伊 藤 淳 （いとう あつし） 

 生年月日：１９６３年 ５月２１日 ５０歳 

 略  歴：１９８８年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００７年 ３月 同社 ＜企業ソリューションＢＵ＞流通・サービスソリューション



事業本部計画部長 

２０１２年 ４月 同社 ＜ＩＴサービスＢＵ＞ＩＴサービス企画本部長代理 

２０１３年 ４月 同社 ＜パブリックＢＵ＞パブリック企画本部長代理 

 

小 宮 理 啓 （こみや まさひろ） 

 生年月日：１９６３年 ５月 １日 ５０歳 

 略  歴：１９８７年 ４月 日本電気株式会社 入社 

２００７年 ４月 九州日本電気ソフトウェア株式会社 出向 

２０１４年 ４月 日本電気株式会社 ＜ＳＩ・サービス＆エンジニアリング統括ユニ

ット＞ＳＩ・サービス企画本部シニアマネージャー 

 

以 上 


