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平成 23年 4月 28日 

各 位 

会 社 名 株式会社共立メンテナンス 

代表 者名 代表取締役社長 佐藤 充孝 

コード番号 9 6 1 6  東 証 第 一 部 

問合 せ先 取締役副社長 上田 卓味 

電 話 0 3 - 5 2 9 5 - 7 8 5 4 

 

組織改編組織改編組織改編組織改編ならびにならびにならびにならびに人事異動人事異動人事異動人事異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

当社は、平成 23年 4月 28日開催の取締役会において、下記の通り組織改編ならびに人事異動を行うことを決定

いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、役員の就任および退任は、来る平成 23年 6月開催予定の定時株主総会において正式承認される予定です。 

記 

１１１１．．．．    組織改編組織改編組織改編組織改編のののの概要概要概要概要（（（（平成平成平成平成 23232323年年年年 6666月月月月 1111日付日付日付日付））））    

“各事業を完遂する体制の確立”と“如何なる環境変動にも即応できる柔軟で強固な組織の構築”を主な目

的として、以下の通り組織改編を実施いたします。 

 

（１）寮事業統括本部 

  ①「第一事業部」・「第二事業部」から受託事業を分離独立させ、「「「「受託事業部受託事業部受託事業部受託事業部」」」」を新設する。 

  ②「総合企画室」を「事業企画室」に改称する。 

 

（２）ホテル事業統括本部 

①「北海道ホテル事業部」を「北海道ホテル営業部」に改称する。 

②「「「「海外事業開発部海外事業開発部海外事業開発部海外事業開発部」」」」を新設し、ドーミーイン事業を中心とした海外展開の検証・事業化を目指す。 

③「ホテル営業推進本部」を解消し、「ホテル営業推進部」を担当常務直轄の体制とする。 

④「ホテル業務企画部」を新設し、ホテル事業全般の業務企画に加え、「ホテル営業推進部」が担っていた

業務の一部を遂行する。 

 

 （３）ウェルネスライフ本部 

「シニア事業開発部」を「ウェルネスライフ事業部」に統合し、開発から運営まで一本化して行う体制と

する。 

 

 （４）グループ管理統括本部 

①「総務本部」を「人事総務本部」に改称する。 

②「人事部」・「総務部」は、「人事総務部」の業務を分割・独立させる。 

③「広報部」は、社長直轄から「人事総務本部」に移管し、広告宣伝・広報活動を一元的に行う。 

④「コスト管理部」を「施設管理部」に統合し、全ての経費に関するコスト削減と適正化を一元的に行う

体制とする。 

⑤「業務渉外部」は、「人事総務本部」から「事務企画推進本部」に移管する。 

 

 （５）社長直轄組織 

  ①「総合営業部」は「寮事業統括本部」から移管し、社長直轄の体制とする。 

②「事業開発室」を解消し、「ＰＫＰ「ＰＫＰ「ＰＫＰ「ＰＫＰ事業本部事業本部事業本部事業本部」」」」を新設する。 
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【参考】株式会社共立メンテナンス 新組織図（平成 23年 6月 1日付） 

 

 

 

２２２２．．．．    人事異動人事異動人事異動人事異動についてについてについてについて    

（１）役員の異動（平成 23年 6月 1日付） 

氏名 新役職 現役職 

上田 卓味 取締役副社長 管理部門担当 

兼 （株）共立ファイナンシャルサービス 非常勤取締役 

兼 （株）共立トラスト 非常勤取締役 

取締役副社長 管理部門担当 

兼 （株）共立ファイナンシャルサービス 非常勤取締役 

山田 滋 常務取締役 ホテル事業担当 常務取締役 ホテル事業担当 

兼 ホテル事業統括本部 ホテル営業推進本部長 

相良 幸宏 取締役 ホテル事業統括本部 ドーミーイン事業本部長 

兼 西日本事業部長 

兼 海外事業開発部長 

取締役 ホテル事業統括本部 ドーミーイン事業本部長 

兼 西日本事業部長 

伊藤 覚 取締役 グループ管理統括本部 人事総務本部長 

兼 広報部長 

兼 （株）日本プレースメントセンター 非常勤取締役 

取締役 グループ管理統括本部 総務本部長 

兼 人事総務部長 

兼 （株）日本プレースメントセンター 非常勤取締役 

鈴木 真樹 取締役 ホテル事業統括本部 リゾート事業本部長 

兼 東日本事業部長 

兼 ホテル営業推進部長 

執行役員 ホテル事業統括本部 リゾート事業本部長 

兼 東日本事業部長 
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（２） 執行役員の異動（平成 23年 6月 1日付） 

氏名 新役職 現役職 

嘉戸 恵見 執行役員 寮事業統括本部 西日本本部長 

兼 関西支店長 

寮事業統括本部 西日本本部 関西支店長 

山下 宏行 執行役員 ウェルネスライフ本部長 

兼 ウェルネスライフ事業部長 

執行役員 ウェルネスライフ本部長 

兼 シニア事業開発部長 

吉住 昌弘 執行役員 グループ管理統括本部 事務企画推進本部長 

兼 （株）ビルネット 非常勤監査役 

執行役員 グループ管理統括本部 事務企画推進本部長 

兼 事務企画部長 

兼 （株）ビルネット 非常勤監査役 

中野 充 執行役員 ＰＫＰ事業本部長 

兼 企画営業部長 

事業開発室 担当部長 

斉藤 良雄 退任 執行役員 寮事業統括本部 西日本本部長 

 

（３）部門長の異動（平成 23年 6月 1日付） 

氏名 新役職 現役職 

藤沢 達矢 寮事業統括本部 受託事業部長 寮事業統括本部 総合営業部長 

金子 和之 ホテル事業統括本部 北海道ホテル営業部長 ホテル事業統括本部 北海道ホテル事業部 副部長 

中川 英雄 ホテル事業統括本部 ホテル業務企画部長 

兼 海外事業開発部担当部長 

ホテル事業統括本部 リゾート事業本部 業務企画部長 

石井 孝幸 グループ管理統括本部 人事総務本部 人事部長 グループ管理統括本部 総務本部 人事総務部 副部長 

石井 正浩 グループ管理統括本部 人事総務本部 総務部長 

兼 社長室長 

社長室長 

兼 事業開発室長 

金丸 圭介 グループ管理統括本部 事務企画推進本部 事務企画部長 グループ管理統括本部 事務企画推進本部 事務企画部 

副部長 

廣島 魏 グループ管理統括本部 事務企画推進本部 施設管理部長 グループ管理統括本部 事務企画推進本部 コスト管理部長 

坪井 次郎 総合営業部長 寮事業統括本部 総合営業部 担当部長 （ 出向 ） 

百瀬 利恵 フーズ本部 フーズ開発部 開発部長 

兼 ウェルネスライフ本部 ウェルネスライフ事業部  

料飲担当部長 

フーズ本部 フーズ開発部 副部長 

河西 芳治 フーズ本部 フーズ開発部 外食部長 

兼 PKP事業本部 企画営業部 料飲担当部長 

兼 （株）共立フーズサービス 外食事業本部 料理長 

フーズ本部 フーズ開発部 担当部長 

 

以上 

 


