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各  位

会社名  　大和ハウス工業株式会社

代表者  　代表取締役社長　村上健治

（コード番号：1925　東証、大証第１部）

代表取締役・役員の異動・担当変更、人事異動、
機構改革ならびに新執行役員制度導入について

　このたび当社では、下記の通り代表取締役・役員の異動・担当変更、人事異動、機構改革ならびに

新執行役員制度の導入について決定しましたのでお知らせいたします。

　また、グループ会社のダイワラクダ工業株式会社、大和物流株式会社における代表取締役・役員の

異動・担当変更、人事異動、機構改革についても決定しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

 １．代表取締役の異動、担当変更

      現   役   職        ４月１日付     株主総会後（６月下旬）    氏  名

代表取締役副社長 代表取締役副社長 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

・管理本部長 ・経営管理本部長 同左 小川 哲司

・海外事業担当

代表取締役副社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長を退任 ﾌﾅﾂ ﾐﾂｵ

・営業本部長 ※ダイワラクダ工業株式会社 ・ダイワラクダ工業株式会社 船津 光男

  代表取締役会長に就任 　代表取締役会長

代表取締役副社長 代表取締役副社長 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾐｵ

・営業本部営業推進担当 ・情報システム担当 同左 石橋 民生

・ＣＳＲ担当

専務取締役 代表取締役副社長 ｵｵﾉ ﾅｵﾀｹ

・東京支社長 ・営業本部長 同左 大野 直竹

・営業本部副本部長

 ２．役員の異動、担当変更

      現   役   職        ４月１日付     株主総会後（６月下旬）    氏  名

専務取締役 取締役 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ

・本店長 専務執行役員 同左 石橋 卓也

・本店長

専務取締役 取締役 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｼ

・技術本部長 専務執行役員 同左 西村 達志

・情報システム担当 ・技術本部長

・情報システム副担当
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      現   役   職        ４月１日付     株主総会後（６月下旬）    氏  名

常務取締役 取締役 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

・生産購買本部長 専務執行役員 同左 東 博司

・海外事業副担当 ・生産購買本部長

・海外事業担当

常務取締役 取締役 取締役 ｶｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ

・技術本部副本部長 常務執行役員 常務執行役員 梶本 武士

・都市開発・土木事業担当 ・技術本部副本部長 ・技術本部副本部長

・森林住宅事業担当 ・都市開発・土木事業担当 ・安全担当

・森林住宅事業担当 ・都市開発・土木事業担当

・森林住宅事業担当

常務取締役 取締役 ｳｽﾞｲ ﾀｶｼ

・住宅事業全般担当 常務執行役員 同左 渦居 隆司

・住宅事業全般担当

常務取締役 取締役 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞｵ

・名古屋支社長 常務執行役員 同左 大塚 滋雄

・集合住宅事業担当 ・東京支社長

・集合住宅事業担当

常務取締役 取締役 ﾀｹﾀﾞ ｴｲｲﾁ

・管理本部副本部長 常務執行役員 同左 武田 英一

・経理・財務・連結経営管理 ・経営管理本部管理部門担当

　部門担当

取締役 取締役 ﾊﾏ ﾀｶｼ

・技術本部総合技術研究所長 常務執行役員 同左 濱 隆

・技術本部商品開発部長 ・技術本部総合技術研究所長

・技術本部商品開発担当

取締役 取締役 ｱｵﾔｷﾞ ﾁﾖﾋﾛ

・技術本部住宅系設計・施工 上席執行役員 同左 青柳 千代広

  推進部長 ・ＣＳ統括部門担当

・ＣＳ企画部長

取締役 取締役 ﾉﾄ ﾖｼﾊﾙ

・東京支社総務部長 上席執行役員 同左 能登 義春

・営業本部営業推進副担当 ・東京支社総務部長

・安全副担当

取締役 取締役 ｶﾜｲ ｶﾂﾄﾓ

・人事部長 上席執行役員 同左 河合 克友

・経営戦略・人事戦略担当 ・人事部長

・経営管理本部戦略部門担当

上席執行役員 上席執行役員 取締役 ｵｶﾞﾀ ｲｻﾑ

・営業本部流通店舗事業 ・名古屋支社長 上席執行役員 緒方 勇

　推進部長（西日本担当） ・流通店舗事業担当 ・名古屋支社長

・流通店舗事業副担当 ・流通店舗事業担当
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      現   役   職        ４月１日付     株主総会後（６月下旬）    氏  名

上席執行役員 上席執行役員 取締役 ﾇﾏﾀ ｼｹﾞﾙ

・福岡支店長 ・仙台支店長 上席執行役員 沼田 茂

・営業本部住宅事業推進部長 ・東北地区担当 ・仙台支店長

　（九州担当） ・東北地区担当

取締役 取締役 取締役を退任 ﾆｼ ｾｲｷ

・技術本部安全管理部長 上席執行役員 上席執行役員を退任 西 晴紀

・技術本部安全管理部長 ※顧問に就任（安全担当）

・安全担当

取締役 取締役（非常勤） 取締役（非常勤）を退任 ﾌｸｼﾏ ｵｻｵ

・営業本部流通店舗事業 ※大和情報サービス株式会社 ・大和情報サービス株式会社 福島 長男

　推進部長（東日本担当）   代表取締役専務取締役に就任 　代表取締役専務取締役

・流通店舗事業担当

執行役員 上席執行役員 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

・技術本部建築系施工推進部長 ・技術本部建築系施工推進部長 同左 土田 和人

執行役員 上席執行役員 ｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

・本店集合住宅事業部長 ・本店集合住宅事業部長 同左 木口 雅博

・集合住宅事業副担当 ・集合住宅事業副担当

　（西日本担当） 　（西日本担当）

・神戸支店長 執行役員 ﾌｼﾞﾀﾆ ｵｻﾑ

・神戸支店長 同左 藤谷 修

・営業本部住宅事業推進部長

　（西日本担当）

・東京支社流通店舗事業部長 執行役員 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾕｷ

・東京支社流通店舗事業部長 同左 藤田 勝幸

・流通店舗事業副担当

　（東日本担当）

３．人事異動（４月１日付）
   氏  名

・小山支店長 ・小山集合住宅営業所長 ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
峰村 博明

・両毛支店長 ・埼玉住宅営業所長 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ
高橋 浩之

・城東支店長 ・柏集合住宅営業所長 ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ
村井 勝行

・越谷支店長 ・城東支店長 ｺﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ
小 一浩

・厚木支店長 ・厚木流通店舗営業所長 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ
中山 正明

・横浜北支店長 ・小山支店長 ｶﾄﾞﾀ ﾀｶﾕｷ
門田 敬之

・湘南支店長 ・相模原支店長 ｵﾁｱｲ ｼｹﾞｷ
落合 滋樹

・神奈川中央支店長 ・金沢マンション営業所長 ｲﾀﾋﾗ ﾏｺﾄ
板平 誠
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   氏  名
・相模原支店長 ・越谷支店長 ﾊﾅｶﾜ ﾂﾈﾐ

花川 常美
・山梨支店長 ・両毛支店長 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ

斎藤 勝彦
・島根支店長 ・鳥取住宅営業所長 ｸﾜﾀ ｺｳｼﾞ

鍬田 浩二
・高知支店長 ・高知集合住宅営業所長 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ

小林 健司
・福岡支店長 ・高知支店長 ｶﾐｶﾜ ｺｳｲﾁ

上川 幸一
・大分支店長 ・大分流通店舗営業所長 ｱﾅﾝ ﾋﾛﾖｼ

阿南 寛吉
・営業本部営業推進部長 ・仙台支店長 ｸﾘﾓﾄ ﾖｼｵ

栗本 佳勇
・営業本部ＴＫＣ推進部長 ・営業本部営業推進部副統括部長 ﾆｼﾔﾌﾞ ｼｹﾞﾋﾛ

西籔 恵洋
・営業本部住宅事業推進部長（九州 ・大分支店長 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁｵ
担当） 古川 道雄

・大和物流株式会社 ・厚木支店長 ｳｽｲ ﾀｶｵ
　取締役に就任 臼井 隆夫
・株式会社ダイワハウス北信越 ・横浜北支店長 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ
　代表取締役社長に就任 遠藤 敏之

４．機構改革（４月１日付）

(1)新設本部、移管部署

経営管理本部を新設―経営資本の効率的な活用により、大和ハウスグループの積極的拡大を

支援するため、従来の経営戦略・人事戦略部門ならびに管理本部を統合

して新たに発足するもの。

【新組織】 【旧組織】

― 人事部 ― 人事部

― 経営企画部 ― 経営企画部

― ＣＳＲ推進室 ― ＣＳＲ推進室

― 広報企画室 ― 広報企画室 ― ＣＳ推進部

― 秘書室 ― 秘書室

― 総合宣伝部 ― 総合宣伝部 独立

― 総務部 ― 総務部

― 法務部 ― 法務部

― ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室 ― ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室

― 経理部 ― 経理部 ― 情報ｼｽﾃﾑ部

― 財務部 ― 財務部 ― 海外室　　

― JSOX法対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 ― JSOX法対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

― 連結経営管理部 ― 連結経営管理部 独立

― 不動産事業開発室　　 ― 不動産事業開発室　　

(2)独立・新設部署

①情報システム部、海外室を管理本部から独立する

②ＣＳに関する部門として、ＣＳ企画部を新設する

③営業本部営業推進部からＴＫＣ推進部を分離・独立する

－４－

新    職 旧    職

戦
略
部
門

管
理
部
門

経
営
管
理
本
部

経
営
戦
略
・

人
事
戦
略

部
門

管
理
本
部



５．新執行役員制度

取締役と執行役員の役割・機能・職務等を明文化し、取締役の監視機能強化を図るため、

執行役員規程を改定し、新たな執行役員制度を導入するもの。

６．グループ企業の人事異動

（１）ダイワラクダ工業株式会社（４月１日付）
   氏  名

代表取締役会長 大和ハウス工業株式会社 ﾌﾅﾂ ﾐﾂｵ
代表取締役副社長（継続） 船津 光男

取締役 取締役 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾘﾋﾃﾞ
・中四国地区長 ・中四国・九州地区担当 松浦 守秀
・九州地区長 ・九州地区長

・福岡支店長

取締役を退任（３月３１日付） 取締役 ﾖｺﾀｹ ﾏｻﾐ
・中四国地区長 横竹 正美
・岡山支店長

執行役員を退任（３月３１日付） 執行役員 ｻｻｼﾀ ｼｹﾞﾙ
・保険事業部長 笹下 茂

・中四国地区副地区長 京都営業所長 ﾀｶｵｶ ｱﾂｼ
・岡山支店長 高岡 淳

・福岡支店長 福岡支店副支店長 ﾆｲｼﾞﾏ ﾕｷｵ
新嶋 由喜男

（２）大和物流株式会社（４月１日付）

 　①人事異動
   氏  名

取締役 大和ハウス工業株式会社 ｳｽｲ ﾀｶｵ
・住宅システム物流本部副本部長 厚木支店長 臼井 隆夫

取締役 取締役 ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｵ
・新規事業担当 ・近畿地区長 高橋 臣男

・大阪住宅システム物流支店長

監査役 取締役 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾌﾐ
・店舗システム物流本部副本部長 村上 博文
　（西日本担当）

監査役（非常勤）を退任 監査役（非常勤） ﾆｼｶﾜ ｵｻﾐ
西川 修己
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※大和ハウスインシュアランス株式会社代表取
締役副社長（現職）



   氏  名
執行役員 執行役員 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｵ
・事業推進部統括部長 ・住宅システム物流本部副本部長 山下 文雄

　（東日本担当）

執行役員 ・東北地区長 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾂｵ
・近畿地区長 ・東北店舗システム物流支店長 水野 光雄
・大阪住宅システム物流支店長

・東北地区長 ・大阪店舗システム物流支店長 ﾏｴﾔﾌﾞ ｼｭｳｼﾞ
・東北店舗システム物流支店長 前籔 修司

・北信越地区長 ・富山東営業所長 ﾅｶﾀ ﾄｼｱｷ
・北信越住宅システム物流支店長 仲田 利昭

・中四国地区長 ・北信越地区長 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ
・中四国住宅システム物流支店長 ・北信越住宅システム物流支店長 吉村 正

・中部地区長代理 ・中部地区管理課次長 ｲﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ
・中部住宅システム物流支店長 ・中部ロジテック営業所長 今枝 真吾

・大阪店舗システム物流支店長 ・北信越店舗システム物流支店長 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ
林 利樹

・中四国店舗システム物流支店長 ・中四国住宅システム物流支店長 ｺﾞｳﾀﾞ ﾔｽﾋｺ
合田 康彦

・北信越店舗システム物流支店長 ・近畿地区管理課長 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾐﾂ
井上 宗満

 　②機構改革

・事業推進部の新設

地区・事業領域の別なく全国対応の顧客開拓を行う営業組織として、営業強化と

収益拡大を図るために新たに設けるもの。

以　　上
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