
 

 

 

 

 

 

平成29年３月22日  
各 位 

                      東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 6 番 1 号 
            大 東 建 託 株 式 会 社 

                                                     代 表 取 締 役 社 長  熊 切  直 美  
（東証･名証第１部 コード番号1878） 

 
 

 

機構改革および人事異動のお知らせ  

 
 平成29年４月１日付けにて、機構改革および人事異動を行うこととしましたので、下記の通り、 

お知らせ致します。 

 

記 

１．機構改革 

 

 １）建築事業本部 

（１）建築事業本部を３建築事業本部から２建築事業本部へ再編し、 

   「東日本建築事業本部」、「西日本建築事業本部」とする。 

（２）東日本建築事業本部を５建築事業部から９建築事業部（北海道・北陸建築事業部、東北建築

事業部、北関東建築事業部、関越建築事業部、東関東建築事業部、北首都圏建築事業部、 

中首都圏建築事業部、南首都圏建築事業部、東海建築事業部）に再編する。 

（３）西日本建築事業本部を６建築事業部から８建築事業部（中京建築事業部、中部建築事業部、

京阪神建築事業部、南関西建築事業部、中四国建築事業部、中国建築事業部、北九州・沖縄

建築事業部、南九州建築事業部）に再編する。 

 

 ２）営業統括部 

  （１）不動産流通開発部を営業統括部傘下から建築事業本部直轄とする。 

 

３）工事統括部 

（１）施工管理部と安全品質管理部を再編し、「施工品質管理部」、「安全管理部」とする。 

 

４）経営管理本部 

（１）総務部を再編し、「業務推進部」を新設する。 

（２）Ｄ・Ｔ・Ｃ、Ｄ・Ａ・Ｄ、Ｄ・Ａ・Ｄ（Ｍ）、Ｄ・Ａ・Ｉ、 

Ｄａｉｔｏ Ｋｅｎｔａｋｕ ＵＳＡを経営管理本部傘下から関連事業本部傘下とする。 

 

 

２．人事異動（部長職以上） 
 
  別添資料のとおり。  
 

以 上  
 
 
 

この件に関するお問い合わせ先 
大東建託（株）経営企画室 

 福田、矢部 
０３（６７１８）９０６８



（別添資料） 

２．人事異動 

部長職以上の人事（４月１日付） 

氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

熊切 直美 代表取締役 社長 

[兼]大東建託パートナーズ㈱ 取締役 

[兼]Ｄ・Ｔ・Ｃ 取締役 

[兼]Ｄ・Ａ・Ｄ 取締役 

[兼]Ｄ・Ａ・Ｉ 取締役 

代表取締役 社長 

建築事業本部・経営管理本部担当 

[兼]大東建物管理㈱ 取締役 

[兼]Ｄ・Ｔ・Ｃ 取締役 

[兼]Ｄ・Ａ・Ｄ 取締役 

[兼]Ｄ・Ａ・Ｉ 取締役 

小林 克満 常務取締役 建築事業本部長 

[兼]大東みらい信託㈱ 取締役 

常務取締役 営業統括部長 

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役 社長 

[兼]大東みらい信託㈱ 取締役 

川合 秀司 常務取締役 経営管理本部長 

      兼 関連事業本部長 

[兼]経営企画室 担当 

[兼]ＴＱＣ事務局 担当 

[兼]法務サービス部 担当 

[兼]㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 取締役 

常務取締役 経営管理本部長 

[兼]経営企画室 担当 

[兼]ＴＱＣ事務局 担当 

[兼] Ｄ・Ａ・Ｄ（Ｍ）代表取締役 社長 

[兼] Ｄａｉｔｏ Ｋｅｎｔａｋｕ ＵＳＡ 

 代表取締役 社長 

内田 寛逸 取締役 関連事業本部 部長 

介護・保育事業、海外事業担当 

[兼]Ｄ・Ｔ・Ｃ 代表取締役 社長 

[兼]Ｄ・Ａ・Ｄ（Ｍ）代表取締役 社長 

[兼]Ｄａｉｔｏ Ｋｅｎｔａｋｕ ＵＳＡ 

   代表取締役 社長 

[兼]ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 取締役 

取締役 設計統括部長 

[兼]大東建設㈱ 取締役 

[兼]大東ｽﾁｰﾙ㈱ 取締役 

[兼]Ｄ・Ｔ・Ｃ 取締役 

竹内 啓 取締役 不動産事業本部長 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

（６／２２ 就任予定） 

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

取締役 中日本建築事業本部長 

 

中川 健志 取締役 関連事業本部 部長 

エネルギー事業担当 

[兼] ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 代表取締役 社長 

取締役 関連事業本部 部長 

[兼] ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 代表取締役 社長 

 

佐藤 功次 

 

大東建託パートナーズ㈱ 代表取締役 社長 

（６／２８ 取締役就任予定） 

大東建物管理㈱ 専務取締役 

門内 仁志 取締役 

（６／２８ 退任予定） 

 

代表取締役 副社長 

不動産事業本部・関連事業本部担当 

[兼]大東建物管理㈱ 代表取締役 社長 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 代表取締役 社長 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役 

[兼]大東ｴﾅｼﾞｰ㈱ 取締役 

[兼]㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 取締役 

[兼]ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 取締役 

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

大門 幸夫 

 

取締役  

（６／２８ 退任予定） 

取締役 工事統括部長 

 

                                    



氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

丸川 真一 取締役  

（６／２８ 退任予定） 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

（６／２２ 退任予定） 

 

取締役 賃貸営業統括部長 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

石井 卓也 

 

上席執行役員 京阪神建築事業部長 

 

上席執行役員 中国建築事業部長 

 

田中 正義 

 

執行役員 融資推進部長 

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役 

執行役員 情報システム部長 

[兼]㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 取締役 

中上 文明 執行役員 工事統括部長 

[兼]大東建設㈱ 取締役 

[兼]大東ｽﾁｰﾙ㈱ 取締役 

執行役員 安全品質管理部長 

 

守  義浩 執行役員 

大東建託リーシング㈱ 代表取締役 社長 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

執行役員 

大東建物管理㈱ 常務取締役  

川原 栄司 執行役員  

大東建託パートナーズ㈱ 専務取締役  

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

（６／２２ 退任予定） 

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役 

執行役員 賃貸営業推進部長 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

 

舘  正文 

 

執行役員 設計統括部長 

 

執行役員 設計部長 

 

小石川 正幸 

 

執行役員 営業統括部長 

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役 社長 

執行役員 建築営業管理部長 

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役 

中村 浩一 

 

執行役員 技術推進部 

東日本地域担当部長 

 

執行役員 技術推進部 

中日本地域担当部長 

 

星 明朗 東関東建築事業部長 

 

北日本建築事業部長 

中嶋 圭三 中国建築事業部長 

 

京阪神建築事業部長 

稲垣 達也 不動産事業 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 長 

[兼]ｼﾞｭｰｼｨ出版㈱ 代表取締役 社長 

[兼] ㈱ｼﾞｭｰｼｨ情報ｾﾝﾀｰ 代表取締役 社長    

不動産事業 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 長 

[兼]ｼﾞｭｰｼｨ出版㈱ 取締役 

[兼] ㈱ｼﾞｭｰｼｨ情報ｾﾝﾀｰ 取締役        

柴田 哲也 賃貸営業推進部長 

[兼]西日本地域担当 部長 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

（６／２２ 就任予定） 

賃貸営業推進部 

西日本地域担当 部長 

白崎 武 北海道・北陸建築事業部長 

 

北陸・信越建築事業部長 

竹中 郁裕 設計部長 技術推進部 

東日本地域担当 部長 

進藤 昇 関越建築事業部長 

 

東北建築事業部長 

[兼]震災復興現地責任者 

森末 真史 中部建築事業部長 

 

中京建築事業部長 

中邑 憲一 南首都圏建築事業部長 

 

中部建築事業部長 



 

氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

間庭 清行 東北建築事業部長 

[兼]震災復興現地責任者 

仙台南支店長 

岩田 雅泰 

 

安全管理部長 安全品質管理部 部長 

小林 充 

 

中京建築事業部長 豊田支店長 

有松 由紀子 不動産事業 教育推進ｾﾝﾀｰ 長 

[兼]大東建託リーシング 部長 

賃貸営業推進部 次長  

 

飯塚 甲生 不動産事業 ｱｾｯﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 部長 賃貸営業教育部長 

[兼]不動産事業教育推進センター長 

[兼]㈱ｼﾞｭｰｼｨ情報ｾﾝﾀｰ 代表取締役社長 

[兼] ｼﾞｭｰｼｨ出版㈱ 代表取締役社長 

   

           －以下余白－ 


