平 成 27年３ 月 26日
各

位
東 京都港 区港南二 丁目 16番 1号
大 東 建 託 株 式 会 社
代 表取締 役社長執 行役員 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 27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 部の管轄 事業部 を再編し 、東日本 建築事 業本部・ 中日本建 築事業 本部・西 日本
建 築事業 本部とす る。
（ ２） 18建築事業 部を再編 し、 16建築事業 部・ 218支店とす る。
（ ３）北海道 建築事 業部を 改編し 、青 森・秋田・岩手エリア を含めた「 北日本 建築事 業部 」とする。
（ ４）６ 建築事業 部(東北建 築事業 部･北 関東建 築事業部･北首都圏 建築事 業部･東首 都圏建築 事業部
･西首 都圏建築 事業部 ･南首 都圏建 築事業部 )を 再編し、５建 築事業部 (東 北建築 事業部 ･北関
東 建築事 業部･東首都 圏建築 事業部 ･西首 都圏建 築事業 部･南関東建 築事業 部)と する。
（ ５）３ 建築事業 部（東海 建築事 業部・中 京建築事 業部・ 中部建築 事業部） を再編 し、２建 築事
業 部(東海建築 事業部 ・中京 建築事 業部)とする 。
（ ６）東 日本建築 事業本部
北 日本建 築事業部 から北陸 ・信越 建築事業 部までの ５事業 部・66支 店を管轄 する。
（ ７）中 日本建築 事業本部
東 首都圏 建築事業 部から中 京建築 事業部ま での５事 業部・ 75支店を 管轄する 。
（ ８）西 日本建築 事業本部
京 阪神建 築事業部 から南九 州建築 事業部ま での６事 業部・ 77支店を 管轄する 。
２）営 業統括部
（１ ）流通開 発部を「 不動産 流通開発 部」に呼 称変更 する。
（ ２）法 人建築事 業部を改 組し、 不動産流 通開発部 の管轄 とする。
（ ３）賃 貸事業ネ ットワー ク部を 「資産承 継コンサ ルティ ング部」 に呼称変 更し、 営業統括 部傘下
と する。
３）設 計統括部
（１ ）設計部 ・設計管 理部・ 住空間デ ザイン室 を統合 し、「設 計部」と する。
（２ ）購買部 を「建材 設備購 買部」に 呼称変更 する。
４ ）工事 統括部
（１ ）安全品 質監査部 と品質 管理部を 統合し ､「 安全品 質管理部 」とする 。

５ ）不動 産事業本 部
（１ ）リバッ プサービ ス室、 テナント 営業企画 管理部 を再編し 、「不動 産事業

マーケ ティング

企 画セン ター」を 新設する 。
（ ２）テ ナント営 業企画管 理部を 「テナン ト営業管 理部」 に呼称変 更する。
６ ）経営 管理本部
（１ ）支店業 務課を管 轄する 「業務統 括部」を 新設す る。
（ ２）女 性の活躍 を推進す る「ダ イバーシ ティ推進 課」を 人事総務 部傘下に 新設す る。
（ ３）新 システム 開発室を 経営管 理本部傘 下とする 。
７ ）直轄 部門
（１ ）経営企 画室 ･ＣＳ Ｒ推進 部･経 営戦略 室を統 合し ､「経営 企画室 」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
高橋、 矢部
０ ３（６ ７１８） 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

旧所属

門内 仁志

代表取締役 副社長執行役員
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]ハウスリーブ㈱ 取締役
[兼]大東エナジー㈱ 取締役
[兼] ㈱ガスパル 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

代表取締役 副社長執行役員
不動産事業本部、関連事業本部 担当
[兼]経営戦略室 担当
[兼]大東建物管理㈱ 代表取締役社長
[兼]大東ファーム㈱ 代表取締役社長
[兼]大東エナジー㈱ 代表取締役社長
[兼]ハウスリーブ㈱ 取締役
[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役
[兼] ㈱ガスパル 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

小林 克満

取締役 常務執行役員 営業統括部長
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役社長
[兼] （社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事
[兼]大東みらい信託㈱ 取締役

取締役 常務執行役員 営業統括部長
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役社長
[兼] （社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事

川合 秀司

取締役 常務執行役員 経営管理本部長
[兼]経営企画室 担当
[兼]ＴＱＣ事務局 担当
[兼]ＤＡＤ（Ｍ）代表取締役社長
[兼] （社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事
[兼]大東みらい信託㈱ 取締役

取締役 常務執行役員 経営管理本部長
[兼]経営企画室 担当
[兼]新システム開発室 担当
[兼]ＴＱＣ事務局 担当
[兼]ＣＳＲ推進部 担当
[兼]賃貸事業ネットワーク部 担当
[兼]ＤＡＤ（Ｍ）代表取締役社長
[兼] （社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事
[兼]大東みらい信託㈱ 取締役

竹内 啓

取締役 執行役員
中日本建築事業本部長
[兼]ハウスコム㈱ 取締役

取締役 執行役員 テナント営業統括部長
[兼]ハウスコム㈱ 取締役
[兼]㈱ｼﾞｭｰｼｲ情報ｾﾝﾀｰ 代表取締役社長
[兼] ｼﾞｭｰｼｲ出版㈱ 代表取締役社長
[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役

稲田 昭夫

取締役

取締役 専務執行役員
東日本建築事業本部長
[兼]震災復興会社責任者

石井 卓也

常務執行役員 東関東建築事業部長

常務執行役員 首都圏建築事業本部長

大門 幸夫

同右
６／２５ 取締役就任予定

執行役員 工事統括部長

山田 昭司

執行役員 東海建築事業部長

執行役員 中京建築事業部長

氏名

新所属

旧所属

小野 博道

執行役員 資産承継ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
[兼]（社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長
[兼]大東みらい信託㈱代表取締役社長

執行役員 賃貸事業ネットワーク部長
[兼]（社）賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長
[兼]大東みらい信託㈱代表取締役社長

鷲 幸男

執行役員 人事総務部長
[兼]健康保険組合 理事長
[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役
[兼]大東ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ㈱ 取締役
[兼]Ｄ．Ｔ．Ｃ．代表取締役社長

執行役員 人事総務部長
[兼]健康保険組合 理事長
[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役
[兼]大東ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ㈱ 取締役

斉藤 和彦

執行役員 東日本建築事業本部長
[兼]震災復興会社責任者
６／２５ 取締役就任予定

執行役員 東北建築事業部長
[兼]震災復興現地責任者

鈴木 崇之

執行役員 中京建築事業部長

執行役員 西首都圏建築事業部長

福田 和宣

執行役員 経営企画室長
[兼]関連事業本部 部長
[兼]大東建物管理㈱ 監査役
[兼]ハウスリーブ㈱ 監査役

執行役員 経理部長
[兼]関連事業本部 部長
[兼]ＤＡＤ 代表取締役社長
[兼]ＤＡＩ 代表取締役社長
[兼]大東建物管理㈱ 監査役
[兼]大東ファーム㈱ 監査役
[兼]ハウスリーブ㈱ 監査役

丸川 真一

執行役員 テナント営業統括部長
[兼]テナント営業管理部長
[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
６／２５ 取締役就任予定

執行役員 テナント営業企画管理部長
[兼]ハウスコム㈱ 取締役
[兼]㈱ｼﾞｭｰｼｲ情報ｾﾝﾀｰ 取締役
[兼] ｼﾞｭｰｼｲ出版㈱ 取締役

中上 文明

執行役員 安全品質管理部長

技術推進部 東日本地域担当 部長

日比野 義人

融資推進部長

大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役 部長

星 明朗

北日本建築事業部長

北陸・信越建築事業部長

天野 豊

西首都圏建築事業部長

東首都圏建築事業部長

白崎 武

北陸・信越建築事業部長

中部建築事業部長

松藤 潤

南関東建築事業部長

南首都圏建築事業部長

水野 友之

不動産流通開発部長

流通開発部長

山下 知

東首都圏建築事業部長

北首都圏建築事業部長

氏名

新所属

旧所属

大木 正儀

東北建築事業部長
[兼]震災復興現地責任者

仙台北支店 支店長

中板 秀之

人事総務部 部長

執行役員 法務サービス部長

岩田 雅泰

安全品質管理部 部長

安全品質監査部長

村井 学

設計部 部長

アフターサービス室長

大山 卓也

積算部長

技術推進部 中四国技術推進 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 部長

経営戦略室長

川原 栄司

テナント営業推進部長
[兼]中日本 担当
[兼]ハウスコム㈱ 取締役（予定）

テナント営業推進部 部長
西日本 担当

飯塚 甲生

テナント営業教育部長
[兼]不動産教育推進センター長
[兼]㈱ｼﾞｭｰｼｲ情報ｾﾝﾀｰ 代表取締役社長
[兼] ｼﾞｭｰｼｲ出版㈱ 代表取締役社長

テナント営業教育部長
[兼]不動産事業教育推進センター長

小山 久勝

建材設備購買部長

購買部長
[兼]Ｄ．Ｔ．Ｃ．代表取締役社長

柴田 哲也

テナント営業推進部 部長
西日本 担当

テナント営業推進部 部長
東日本、首都圏 担当

小石川 正幸

建設営業管理部長
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役

建設営業管理部 次長
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役

竹中 郁祐

技術推進部 東日本地域担当 部長

技術推進部 西首都圏技術推進 次長

岡本 司

経理部長
[兼]大東建物管理㈱ 部長
[兼]ＤＡＤ 代表取締役社長
[兼]ＤＡＩ 代表取締役社長
[兼]ハウスコム㈱ 監査役
[兼]大東エナジー㈱ 監査役

大東建物管理㈱ 業務部 部長（次長）
[兼]大東ファイナンス㈱ 監査役
[兼]ハウスコム㈱ 監査役
[兼](社)賃貸経営ﾈｯﾄﾜｰｸ 監査役
[兼]大東みらい信託㈱ 監査役
[兼]大東エナジー㈱ 監査役

小林 真一郎

テナント営業推進部 部長
東日本 担当

テナント営業推進部
中京地域推進指導 次長
－以下余白－

