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                               平成２１年４月１３日 
各  位 

会 社 名 株式会社ロイヤルホテル 
代 表 者 代表取締役 川越 一 
（コード番号９７１３ 大証第２部） 
問い合せ先 執行役員総務部長 尾本 恵嗣 

（ＴＥＬ：０６－６４４８－１１２５） 
 
 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 
 

平成２１年４月１３日付をもちまして、下記のとおり組織変更および人事異動を実施い

たしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．組織変更 

（１）総本部制の廃止 
    経営の効率化を推進するため、総本部制を廃止し、本社組織を業務内容により「企 

画グループ」、「管理グループ」および「営業推進グループ」の３グループとする。 
（２）「本部統括」の設置  
   全社的な統括の強化を図るため、「本部統括」を設置する。 
（３）大阪営業本部のリーガロイヤルホテル（大阪）への移管 

リーガロイヤルホテル（大阪）のセールス力を強化するため、大阪営業本部をリー

ガロイヤルホテル（大阪）内へ移管し、「リーガロイヤルホテル(大阪)営業本部」と

改称する。 
加えて、次の４点の変更を実施する。 

①「営業推進担当」を設置する。 
②営業一部を「営業部」と改称するとともに、営業二部を「大阪営業所」に改組

する。 
③新設の大阪営業所と既存の３営業所とを合わせて東京営業本部の営業二部に移 
 管するとともに、東京営業本部の名称を「グループ営業本部」に変更する。 
④現行のリーガロイヤルホテル（大阪）の運営部門は「リーガロイヤルホテル(大 

阪)運営本部」とする。 
（４）「グループ運営推進部」の設置  

（ｲ）グループ全体の営業力を強化するため、グループホテルならびに受託ホテルの販

売促進および運営サポート業務を一元的に行う「グループ運営推進部」を設置する。 
 （ﾛ）CS 推進統括室、調理企画室、BPR 推進プロジェクトチームを統合し、「CS・効率

化推進室」を「グループ運営推進部」内に設置する。 
（５）事業本部の改組 

（ｲ）業務効率化を図るため、関連事業部を、事業本部からリーガロイヤルホテル（大

阪）内へ移管した上で、「事業所部」に改称する。 
（ﾛ）新製品の企画・開発力を強化するため、事業本部に、新製品の企画・開発および

既存製品の見直し業務を担当する「製品企画開発担当」を設置する。    
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２．取締役の担当業務の異動                   （下線は変更部分） 

新役職    氏 名        旧役職 
代表取締役副社長 
本部統括、総合企画部・財務
部・事業開発部 担当 

加島 敏幸 代表取締役副社長 
企画総本部長 

代表取締役専務取締役 
リーガロイヤルホテル（大阪） 
総支配人・運営本部長 

田附  隆 
代表取締役専務取締役 
リーガロイヤルホテル（大阪）
総支配人 

常務取締役 
人事部・グループ運営推進
部・グループ営業本部・情報
システム部 担当 

川崎  亨 

常務取締役 
管理総本部長、コンプライアン
ス委員長、監査室担当 
リーガロイヤルホテル京都総
支配人 

常務取締役 
リーガロイヤルホテル（大阪） 
副総支配人・営業本部長、 
事業本部長 

西村 孔邦 
常務取締役 
営業総本部長、ＣＳ推進統括室

長 

常務取締役 
総合企画部・財務部・事業開

発部 副担当、（兼）株式会社

リーガロイヤルホテル新居浜 
代表取締役社長  

中林 洋二 

常務取締役 
企画総本部 副担当（総合企画

部・財務部・事業開発部）、 （兼）

株式会社リーガロイヤルホテ

ル新居浜 代表取締役社長  
取締役常務執行役員 
監査室・総務部・事務集中部

担当、コンプライアンス委員

長、人事部長､（兼）株式会社

リーガ中之島イン代表取締役

社長 

船橋 恒一 

取締役常務執行役員 
管理総本部 副担当、人事部長、

（兼）株式会社リーガ中之島イ

ン代表取締役社長 

 
３．取締役の辞任                         （下線は変更部分） 

      新役職      氏 名    旧役職 
常務執行役員 
事業本部 製品企画開発担当、

食品安全衛生委員長 
脇  幸二 

常務取締役 
事業本部長、食品安全衛生委 
員長 

 
４．執行役員の担当業務の異動                    （下線は変更部分） 

      新役職      氏 名    旧役職 
専務執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪） 
営業本部 営業推進担当 

安田 勇次 専務執行役員 
営業総本部 大阪営業本部長 

専務執行役員 
リーガロイヤルホテルグルー

プ統括総料理長、リーガロイヤ

ルホテル（大阪）総料理長・ 
料飲部副部長 

林  孝光 
専務執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪）

総料理長 
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                               （下線は変更部） 

      新役職      氏 名    旧役職 
常務執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪） 
営業部長 奥野 源太郎 

常務執行役員 
営業総本部 大阪営業本部 
営業一部長、営業二部長、営業

二部一課長、同二課長 
執行役員 
リーガロイヤルホテル京都 
総支配人 

廣間 準一 
執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪）

副総支配人・総支配人室長 

執行役員 
グループ営業本部長 中台 修二 執行役員 

営業総本部 東京営業本部長 

執行役員 
情報システム部 副担当、 
グループ運営推進部長 

中矢 英俊 
執行役員 
企画総本部 副担当（営業企

画部・情報システム部） 
執行役員 
事業本部 副本部長 
 

五弓 博文 
執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪）

管理部長 
 
 
５．その他の異動                          （下線は変更部分） 

      新役職      氏 名    旧役職 

事務集中部長、経理課長 上田 隆司 事業本部 
副本部長（管理担当） 

グループ運営推進部 
ＣＳ・効率化推進室長 柏戸 正治 企画総本部  

総本部長付審議役［BPR 担当］

グループ運営推進部 
ＣＳ・効率化推進室 調理担

当 
三浦  潔  

企画総本部  
調理企画室副担当、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ 
ﾎﾃﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ統括総料理長 

グループ運営推進部 
ＣＳ・効率化推進室 料理長 宮脇 啓行 企画総本部 

総合企画部 調理企画室長 

リーガロイヤルホテル（大阪） 
総支配人室長 北垣 真紀 企画総本部 

営業企画部長 

リーガロイヤルホテル（大阪） 
管理部長、会計課長 田沼 直之 

リーガロイヤルホテル東京 
副総支配人、管理部長、経理

チーム課長 

リーガロイヤルホテル（大阪） 
宿泊部 部付部長 岩川 隆夫 リーガロイヤルホテル（大阪）

管理部次長、会計課長 
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 （下線は変更部分） 

      新役職      氏 名    旧役職 

リーガロイヤルホテル（大阪） 
事業所部長、事務課長 高田 容之 事業本部  

関連事業部長、事務課長 

リーガロイヤルホテル東京 
副総支配人、総支配人室長、

営業企画チーム課長 

 
仮谷  正 

 

リーガロイヤルホテル東京 
総支配人室長、営業企画チー

ム課長 

リーガロイヤルホテル東京 
管理部長、経理チーム課長 細川 容照 管理総本部 

事務集中部長、経理課長 

                  
以  上 

 


