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組織変更及び人事異動についてのお知らせ 

 

当社グループは、この度、平成 24年度（平成 23年 11 月１日～平成 24年 10 月 31 日）に向け、組織変更 

及びそれに伴う人事異動の概要が固まりましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更 

 

■株式会社 土屋ホールディングス 

 ＣＳ推進部を新設し、部内にお客様相談室を設置いたします。  [平成 23 年 11 月１日付] 

 

■株式会社 土屋ホーム（当社 100％子会社） 

 住宅部門本店に「特建事業部」を新設し、木造の大型施設や店舗等の建築事業を拡大いたします。 

[平成 23 年 11 月１日付] 

 

■株式会社 土屋ツーバイホーム（当社 100％子会社） 

 「北海道地区」「本州地区」の２地区制から「札幌道南地区」「道東道北地区」「本州地区」の３地区制とし、

本州地区には「大宮支店」「仙台北営業所」を新規開設、より地域に密着した体制といたします。 

 また、「不動産部」を新設し、不動産部に「仙台支店」「大宮支店」を新規開設、広範なお客様ニーズにお応

えできる体制といたします。     [平成 23 年 11 月１日付] 

 

■株式会社 土屋ホームトピア（当社 100％子会社） 

 営業本部を新設し、営業本部に「北海道営業部」「本州営業部」を設置、各地域の既存支店を配置いたします。 

 本州営業部に「仙台北支店」を新規開設、「本州戦略推進室」を「本州営業推進室」に、「東北戦略推進室」

を「東北営業推進室」に各々名称変更し、東北営業推進室に「盛岡営業所」を新規開設、東北圏の営業基盤を

一層強化いたします。 

 また、「土屋エネルギーコンサルタント部」「マンションリフォーム部」を新設し、ソーラー需要の対応強化

とマンションリフォームの拡販を図ります。 

本州営業部「郡山支店」を本州営業部「福島支店郡山営業所」といたします。 

[平成 23 年 10 月１日付] 

 

 

※子会社各社は、平成 23年 10 月 31 日（月）に取締役選任の臨時株主総会を開催する予定です。 

 

 

 

 

 



人事異動

■　株式会社土屋ホールディングス
（平成23年11月１日付）

新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

財務部長　兼　財務課長 前川　克彦
株式会社土屋ホームトピア
取締役社長室長

CS推進部長　兼　お客様相談室長 中本　和利 お客様相談室長

総合企画部長　兼　経営企画課長
兼　総務課長

渡辺　成樹
株式会社土屋ホーム　住宅部門　本店
企画宣伝室長

財務部次長　兼　経理課長 須佐　道生 財務部　経理課長

■　株式会社土屋ホーム
（平成23年11月１日付）

新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

取締役
住宅部門　札幌・道南地区部長
兼　札幌支店長

山口　康成
取締役
住宅部門　道東・道北地区部長
兼　旭川支店長

取締役
住宅部門　道東・道北地区部長
兼　旭川支店長

茂木　　靖
取締役
住宅部門　本州地区部長
兼　東京支店長

取締役
住宅部門　本州地区部長
兼　群馬支店長

小原　祐之
取締役
住宅部門　札幌・道南地区部長
兼　札幌支店長

取締役
住宅部門　本店長
兼　営業部長

竹中　邦夫
株式会社土屋ホールディングス
取締役
総合企画部長　兼　総務課長

住宅部門　函館ブロック長
兼　函館支店長

今崎　秀貴 住宅部門　札幌南支店長

住宅部門　帯広ブロック長
兼　帯広支店長

石郷岡誠治 住宅部門　北見支店長

住宅部門　長野ブロック長
兼　長野支店長

布施　毅彦 住宅部門　札幌西支店長

住宅部門　宇都宮ブロック長
兼　宇都宮支店長

内田　　章 住宅部門　長野支店長

住宅部門　本店　企画宣伝室長 佐藤　　浩 住宅部門　群馬支店長

住宅部門　本店　特建事業部長 渡辺　英俊 住宅部門　本店長代理　兼　営業部長

住宅部門　札幌豊平支店長 小林　一雄 住宅部門　岩見沢支店長

住宅部門　札幌南支店長 岩崎　弘康 住宅部門　札幌豊平支店長

住宅部門　札幌西支店長 山下　　仁 住宅部門　釧路支店長

住宅部門　札幌白石支店長 菅原　敏幸 住宅部門　札幌支店長代理

住宅部門　岩見沢支店長 千田　侑也 住宅部門　岩見沢支店　営業



新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

住宅部門　北見支店長 小板　清二 住宅部門　旭川支店　営業

住宅部門　釧路支店長 伊藤　　歩
株式会社土屋ホールディングス
総合企画部　経営企画課長

住宅部門　佐久支店長 堤　　一巳 住宅部門　那須塩原支店長

住宅部門　那須塩原支店長 鈴木伸一郎 住宅部門　那須塩原支店　営業

住宅部門　東京支店長 藤田　　岳 住宅部門　東京支店長代理

住宅部門　小山支店長 内田須美規 住宅部門　函館支店長

不動産部門　流通部　札幌･道南ブロック長
兼　流通札幌西支店長

瀬川　一貴 不動産部門　流通部　流通札幌西支店長

不動産部門　流通部　流通札幌豊平支店長 保田　浩昭 不動産部門　流通部　流通函館支店長

不動産部門　流通部　流通苫小牧支店長 江田　康浩 不動産部門　法人営業部　営業

不動産部門　流通部　流通函館支店長 下保　達也
不動産部門　流通部
流通札幌豊平支店　営業

不動産部門　流通部　流通旭川支店長 早勢　裕一
不動産部門　流通部
流通旭川支店長代理

■　株式会社　土屋ツーバイホーム
（平成23年11月１日付）

新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

取締役　統括部長
兼　札幌道南地区部長
兼　本店長　兼　営業部長

杉山　英雄
取締役
北海道地区部長
兼　本店長

取締役
道東道北地区部長
兼　旭川支店長

三俣　幸男
取締役
本州地区部長
兼　世田谷支店長

本州地区部長
兼　大宮支店長

武藤　博幸
営業管理部長
兼　北海道地区　本店長代理

札幌道南地区　札幌北支店長 野上　雅樹 北海道地区　札幌白石支店長

札幌道南地区　札幌白石支店長 角張　浩仁 北海道地区　札幌北支店長

札幌道南地区　札幌西支店長 後藤　直樹 北海道地区　本店　西営業所長

道東道北地区　帯広支店長 芳賀　健二 本州地区　世田谷支店長代理

本州地区　世田谷支店長 沼田　　忍 本州地区　仙台支店　営業課　課長代理

札幌道南地区　苫小牧支店長 角田　博嗣 北海道地区　札幌北支店　営業課

不動産部　部長 山田　真一
株式会社土屋ホーム　不動産部門　流通部
札幌・道南ブロック長
兼　流通部　流通札幌豊平支店長



新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

本州地区　宇都宮支店長 鈴木　久人
株式会社土屋ホーム　住宅部門
宇都宮支店長

不動産部　　仙台支店長 都築　秀平
株式会社土屋ホーム　不動産部門　流通部
流通苫小牧支店長

不動産部　　大宮支店長 上杉　陽一
株式会社土屋ホーム　不動産部門　流通部
流通旭川支店長

■　株式会社　土屋ホームトピア
（平成23年10月１日付）

新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

常務取締役
兼　営業本部長  兼 北海道営業部長
兼　マンションリフォーム部長

舟橋　誠一
常務取締役
兼　北海道営業部長
兼　本店長

北海道営業部　札幌豊平支店長
兼　土屋エネルギーコンサルティング部長

山川　克人 北海道営業部　札幌南支店長

北海道営業部　本店長 鳥潟　昭人 北海道営業部　本店　本店長代理

本店　技術部　次長　兼　購買課長 小林　孝行 北海道営業部　函館支店長

本州営業部　東北営業推進室長
兼　青森営業所長 兼 北上営業所長
兼 盛岡営業所長

武田　　智
本州営業部　東北戦略推進室長
兼　青森営業所長　兼　北上営業所長

本州営業部　本州営業推進室長
兼　佐久営業所長

伊藤　　雄
本州営業部　本州戦略推進室長
兼　佐久営業所長

本州営業部　本州営業推進室　長野営業所長 櫻澤　幸隆 本州営業部　本州戦略推進室　長野営業所長

マンションリフォーム部
札幌マンションリフォーム課長

藤井　雅志
北海道営業部　本店　マンション事業課
課長代理

本州営業部　東北営業推進室
室長代理　兼　技術課長

鷲尾　正利 本州営業部　郡山支店長

北海道営業部　札幌南支店長 秋庭　　修 北海道営業部　札幌豊平支店長

本州営業部　世田谷支店　支店長代理 越尾　亮太 本州営業部　世田谷支店　営業課長代理

北海道営業部　函館支店長 佐々木祐司
北海道営業部 本店 技術部 購買課
課長代理

北海道営業部　帯広支店長 福田　雄亮 北海道営業部　本店　営業主任

北海道営業部　苫小牧支店長 工藤　　俊 北海道営業部　苫小牧支店　支店長代理

本州営業部　仙台北支店長 田村　修一 北海道営業部　苫小牧支店　営業主任

（平成23年11月１日付）

社長室長 皆瀬　英昭
株式会社土屋ホールディングス
財務部長　兼　財務課長



■　グループ退任・就任予定役員

退　任　予　定 氏　名 就任予定

株式会社土屋ホールディングス
常務取締役
退任予定（平成23年10月31日付）

田澤　博宣 －

株式会社土屋ホールディングス
取締役　退任予定（平成23年10月31日付）

竹中　邦夫
株式会社土屋ホーム
取締役　就任予定（平成23年11月１日付）

株式会社土屋ホームトピア
取締役　退任予定（平成23年10月31日付）

前川　克彦
株式会社土屋ホールディングス
財務部長　兼　経理課長
就任予定（平成23年11月１日付）

※前川克彦は、平成24年１月の当社定時株主総会にて取締役に就任予定です。


