
 
 

 

 

 

平成22年2月15日 
各  位 

会 社 名 株 式 会 社 サ ン シ テ ィ
代 表 者 の
役 職 氏 名 代表取締役社長 星 山 泰 洙

（コード番号：８９１０   東証第一部）

問い合わせ先
取締役管理本部長 
兼 Ｉ Ｒ 室 長 深 瀬 雅 永

電 話 番 号 ０３－３５２３－３４１０

 

役員人事、執行役員制度の導入、組織変更、人事異動のお知らせ 

 

株式会社サンシティ（代表取締役社長：星山 泰洙）は、本日の取締役会において役員人事、執行役

員制度の導入、組織変更及び各部門長の人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。  

 

記  

 

1.役員人事 

(1)取締役 

【異動】 

常務取締役営業統括本部副本部長 

兼首都圏営業本部長 
中村 誠二 （現常務取締役首都圏営業本部長） 

常務取締役 

東京支社長委嘱 
菊地 英明 （現常務取締役首都圏事業本部長） 

 

【退任】 

専務取締役 名村 信夫 （現事業統括本部長兼東北事業部長） 

 ※退任後は執行役員事業部長就任予定 

取締役 深瀬 雅永 （現管理本部長兼ＩＲ室長） 

 ※退任後は常勤監査役就任予定 

取締役 阿部 尚史 （現北東北営業本部長兼盛岡支店長） 

 ※退任後は常務執行役員北東北営業本部長兼盛岡支店長就任予定 

取締役 中井 唯雄 （現経営戦略本部長） 

 ※退任後は執行役員就任予定 

取締役 4名は平成 22年 3月 30日の第 18回定時株主総会終了を以って辞任いたします。 

 



 
 

(2)監査役 

【新任監査役候補】 

常勤監査役 深瀬 雅永 （現取締役管理本部長兼ＩＲ室長） 

平成22年3月30日の第18回定時株主総会決議を以って就任予定です。 

 

【異動】 

非常勤監査役 近藤 嘉孝 （現常勤監査役） 

平成22年3月30日の第18回定時株主総会決議により新たな常勤監査役就任を以って異動予定です。 

 

2.執行役員制度の導入 

(1)導入の目的 

当社グループのガバナンス体制を強化するため、「執行と監督の分離」により業務執行と経営監

督とを明確に分化するべく、執行役員制度を新たに導入し、執行役員を会社方針に基づく業務執行

の責任者として配置するものであります。 

(2) 制度の概要 

  制度の骨子は以下の３点であります。 

①取締役会、経営会議等で決定した会社経営に関する基本方針、戦略に従い、受任の範囲で経営に

関する意思決定および執行を行う。 

②執行役員の任期は原則として1年とする。 

③執行役員の選任・解任は、取締役会で決議する。  

(3) 制度の導入時期 

平成22年3月30日 

(4)執行役員体制 

代表取締役社長 

最高経営責任者（ＣＥＯ） 
星山 泰洙 

常務執行役員北東北営業本部長兼盛岡支店長 阿部 尚史 

執行役員事業部長 名村 信夫 

執行役員経営企画担当 中井 唯雄 

 

3.組織変更：平成22年3月30日付（組織図は別紙参照）  

（1）変更の目的 

組織のフラット化と弾力的な組織運営を図るため、「本部」を一部廃止し、併せて全組織で課制を

廃止しグループとします。 

各部の整理統合を大胆に行い、責任の所在の明確化と同時に迅速な意思決定を実現することを目

的とします。 

（2）営業本部における組織変更  

マーケティング分析を主管していた「営業企画部」を「営業企画グループ」に改組すると同時に、

従来「営業推進部」の下部組織の「広告課」を廃止し同課の機能を「営業企画グループ」内に整理



 
 

統合した上で営業統括本部直轄組織とします。 

これによりマーケティング分析、広告企画立案実施、営業活動を一連の営業戦略として効率的に

運用することを目指します。 

また、主としてエンドユーザーからの入金管理を管掌する「営業推進部」を「業務部」と名称変

更し、営業統括本部から分離します。 

（3）事業本部における組織変更  

不動産開発事業の統括を行っている「事業統括本部」「東北事業本部」「首都圏事業本部」の３

本部を廃止する他、さらに下部組織である「東北開発事業部」「首都圏開発事業部」「東北建設事

業部」「首都圏建設事業部」「東北投資事業部」「首都圏投資事業部」の６部を廃止し、新たに「事

業部」として整理統合します。 

地域別戦略としては、事業部内に主として東北地区を管掌する「開発・建設各１グループ 」と主

として首都圏以西を管掌する「開発・建設各２グループ」の計４グループを設置し、機能的かつ効

率的な運用を目指します。  

（4）管理本部における組織変更 

「人事部」「総務部」「財務部」「経理部」「ＩＲ室」を廃止し、新たに「管理部」として統合・

発足します。 

従来の各部については機能に応じた各グループ（ＩＲ室については広報グループ）として管理部

の下部組織として設置します。 

これにより管理本部の下部組織は管理部一部門のみとなるため「管理本部」は廃止いたします。  

（5）経営戦略本部及び社長室の廃止  

「経営戦略本部」及び「社長室」を廃止し両部門の機能については新たに会議体として発足し、

社長の諮問機関となる「経営企画委員会」が引き継ぎます。  

 



 
 

4.ご参考 

平成22年3月30日以降における取締役、監査役及び執行役員の担当業務、部室長の異動・選任における

新旧対比一覧は以下の通りです。 

氏 名 新役職 旧役職 

星山 泰洙 

※代表取締役（2/15より） 

兼最高経営責任者 

株式会社ｻﾝｼﾃｨﾘｾｰﾙ代表取締役兼任 

取締役副社長 

兼最高業務執行責任者 

米川 淳 
専務取締役営業統括本部長 

兼南東北営業本部長 
同 左 

中村 誠二 
常務取締役営業統括本部副本部長 

兼首都圏営業本部長 
常務取締役首都圏営業本部長 

菊地 英明 
常務取締役東京支社長 

株式会社ｻﾝｼﾃｨﾈｸｽﾄ代表取締役兼任 

常務取締役首都圏事業本部長 

株式会社ｻﾝｼﾃｨﾈｸｽﾄ代表取締役兼任 

深瀬 雅永 常勤監査役 取締役管理本部長兼ＩＲ室長 

近藤 嘉孝 非常勤監査役 常勤監査役 

阿部 尚史 
常務執行役員北東北営業本部長 

兼盛岡支店長 

取締役北東北営業本部長 

兼盛岡支店長 

名村 信夫 執行役員事業部長 
専務取締役事業統括本部長 

兼東北開発事業本部長 

中井 唯雄 執行役員経営企画担当 取締役経営戦略本部長 

安瀬 裕一 事業部 副部長兼建設1ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 東北事業本部 東北開発事業部長代理 

菊池 朗 業務部長兼資金管理2ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 営業統括本部 営業推進部 次長 

関 健一 管理部長兼財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 管理本部 財務部 次長 

船木 真也 管理部 副部長兼広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 社長室長 

以 上



 

 
 

 
【従来組織図】 【新組織図】

監査役会 北東北営業本部 盛岡支店

経営戦略本部

営業1部

北東北営業本部 盛岡支店

営業2部

社長室 内部監査室 営業1部 南東北営業本部

営業3部

営業2部 営業統括本部

南東北営業本部 山形営業所

営業3部

山形営業所 営業1部

首都圏営業本部

営業1部 営業2部

営業統括本部 首都圏営業本部

営業2部 営業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

営業企画部

資金管理1G (仙台)

営業推進部

業務部 資金管理2G (東京）

開発事業部 資金管理3G (盛岡）

東北事業本部 投資事業部

開発1G (仙台)

建設事業部

事業統括本部 開発2G (東京）

事業部

開発事業部 建設1G (仙台)

首都圏事業本部 投資事業部 建設2G (東京）

建設事業部

総務1G (仙台)

IR室 総務2G (東京)

人事部 管理部 広報G

管理本部 総務部 財務G

財務部 経理G

経理部 東京支社

内部監査室

取締役副社長兼COO 経営企画委員会

ﾘｽｸ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会

株主総会 株主総会

監査役会

取締役会 取締役会

代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEO


