
 

 

 

平成２１年３月２７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 三鍋 伊佐雄 
（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２１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

知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改革 

１）営業本部の改編 

 （１）東日本営業本部、中日本営業本部、西日本営業本部の３地域営業本部を統合し、 

営業本部長が、１７営業部・２００支店を管轄する。 

  （２）営業本部長の補佐的役割として、お客様の建築資金融資、顧客管理、入居者斡旋等の特命 

業務担当役員を配置する。 

  （３）営業本部改編に伴い、営業統括部を新設し、建設営業管理部、融資管理部、営業企画部、 

能力開発部を傘下とする。 

  （４）建設営業統括部は、建設営業管理部に名称を変更する。 

  

２）テナント営業統括部、管理統括部の改編 

 （１）家賃審査部を管理統括部傘下からテナント営業統括部傘下とする。 

 （２）お客様サービス室とアフターサービス課を統合し、アフターサービス室に改編する。 

  

３）設計統括部、工事統括部の改編 

 （１）工事部を技術推進部に改編し、設計統括部、工事統括部傘下とする。 

  （２）工事統括部を改編し、施工管理部、品質管理部を新設する。 

 

 

２．人事異動（部長職以上） 

   別添資料のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 
この件に関するお問い合わせ先 

大東建託（株）経営企画室 
髙橋、猪鼻 

０３（６７１８）９０６８



２．人事異動 （別添資料）

１）部長職以上の人事（４月１日付）

氏 名 新 所 属 旧 所 属

三鍋 伊佐雄 代表取締役社長 代表取締役社長
[兼]営業本部長 [兼]テナント営業統括部 管掌
[兼]㈱ガスパル 取締役会長 [兼]㈱ガスパル 代表取締役社長

熊切 直美 常務取締役 中京営業部長 常務取締役 業務本部長
[兼]ＤＡＤ（Ｍ）代表取締役社長 [兼]ＴＱＭ事務局長

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役社長
[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役
[兼]ＤＡＤ（Ｍ）代表取締役社長

稲田 昭夫 常務取締役 京阪神営業部長 常務取締役 東日本営業本部長

浅野 秀樹 常務取締役 東北営業部長 取締役 設計統括部長
[兼]新ＣＡＤ開発ＰＪ 設計関係担当
[兼]環境経営ＰＪ 委員長

井川 孝 常務取締役 営業統括部長 取締役 工事統括部長
[兼]特命業務担当役員 [兼]大東スチール㈱ 代表取締役

融資・契約質・着工担当 [兼]大東建設㈱ 代表取締役
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 代表取締役社長
[兼]大東スチール㈱ 代表取締役

神 久治 取締役 テナント営業統括部長 取締役 中日本営業本部長
[兼]特命業務担当役員

客付・審査担当
[兼]ハウスコム㈱ 取締役

中板 秀之 取締役 法務部長 取締役 法務部長
[兼]ケアパートナー㈱ 代表取締役 [兼]経営戦略委員会 担当役員
[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役

門内 仁志 執行役員 管理統括部長 執行役員 管理統括部長
[兼]特命業務担当役員 [兼]大東建物管理㈱ 代表取締役社長

ｵｰﾅｰ会・ｱｾｯﾄ企画・関連販促
・教育担当

[兼]大東建物管理㈱ 代表取締役社長

藤吉 政己 執行役員 工事統括部長 執行役員 工事部長
[兼]大東建設㈱ 代表取締役

海老原 孝一 執行役員 北関東営業部長 執行役員 西日本営業本部長

大澤 實 執行役員 南九州営業部長 執行役員 能力開発部長

村川 秋則 執行役員 北日本営業部長 執行役員 中四国営業部長

西村 智之 執行役員 経理部長 執行役員 経理部長
[兼]Ｊ－ＳＯＸ推進室長



氏 名 新 所 属 旧 所 属

水野 憲生 執行役員 中部営業部長 中京営業部長

斉藤 和彦 執行役員 中四国営業部長 中部営業部長

谷道 宏祐 中国営業部長 北関東営業部長

中井 等 ＴＱＭ事務局長 家賃審査部長
[兼]ｼﾞｭｰｼｨ出版㈱ 代表取締役社長

中川 健志 ㈱ガスパル 代表取締役社長（部長） ㈱ガスパル 専務取締役（部長）

田中 正義 建設営業管理部長 建設営業統括部長

元島 顕広 テナント営業統括部 部長 テナント営業統括部長

大山 卓也 設計統括部長 新ＣＡＤ開発ＰＪ 部長
[兼]新ＣＡＤ開発ＰＪ 設計関係担当

日比野義人 融資管理部長 融資管理部 次長
[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役

大門 幸夫 技術推進部長 工事統括部 次長

鷲 幸男 人事部長 経営戦略委員会 次長
[兼]健康保険組合 理事長

横山 裕一 長崎支店長（部長） 南九州営業部長

丹野 俊和 埼玉北支店長（部長） 東北営業部長

蒲原 富夫 新潟支店長（部長） 北日本営業部長

松中 利行 広島支店長（部長） 中国営業部長

髙橋 賢次 一宮支店長（部長） 京阪神営業部長



氏 名 新 所 属 旧 所 属

岩切 増光 宮崎支店長（部長） 鹿児島支店長（部長）

山内 一幸 岡山東支店長（部長） 高崎支店長（部長）

２）平成２１年６月下旬開催予定の定時株主総会にて付議予定の役員人事

（１ 【新任】）

取締役 門内 仁志（現 執行役員 管理統括部長）

取締役 中里 哲三（現 常勤監査役）

（２ 【退任】）

常勤監査役 中里 哲三

以 上
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