
 

2014 年６月 27 日 

各      位 

 

会社名   株式会社アコーディア・ゴルフ 
代表者名  代表取締役社長 鎌 田 隆 介 

(コード番号：2131 東証 1部) 
問合せ先  常務執行役員 道 田 基 生 

電話 (03) 6688-1500（代表） 
 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本日付けをもって人事異動を行うとともに７月１日付けを

もって組織変更を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 組織変更（７月１日付） 

・ゴルフ場事業本部を新設し、ゴルフ場運営部門を統合 
ゴルフ場第１本部およびゴルフ場第２本部、事業推進本部の各部門を統合し、ゴルフ場運営管
理体制の集約による意思決定の迅速化および効率化、人材など経営資源の集中化、収益力の強
化を図ります。 

・営業本部へのゴルフ会員権販売部門を統合 
営業本部および首都圏営業本部を統合し、ゴルフ会員権の販売体制を強化、収益力の強化を図
ります。 

・事業開発本部を新設し、ゴルフ場の取得体制を強化 
   組成を予定しているビジネス・トラストへのゴルフ場の持続的な譲渡を行う「循環型ビジネス

モデル」の実現を図るため、ゴルフ場の新規取得機能を強化いたします。さらに、ゴルフ練習
場の取得・運営受託の推進、メガソーラー事業の推進を図るため事業開発本部を新設いたしま
す。 
 

２． 人事異動（６月 27 日付） 

 ・取締役 

氏  名 新  職 現  職 

鎌田 隆介 

代表取締役社長執行役員  

経営企画部門担当、ゴルフ場運営部

門担当（経営企画本部、ゴルフ場事

業本部担当） 

代表取締役社長執行役員  
経営企画部門担当（経営企画本部担
当） 

新野  孝 

取締役常務執行役員  

関連サービス部門担当（練習場事業

本部、コース管理本部、㈱ゴルフ・

アライアンス、㈱ハーツリー担当）

取締役常務執行役員  
ゴルフ総合サービス部門担当（コー
ス管理本部、リテール事業本部、練
習場事業本部、㈱ゴルフ・アライア
ンス担当）㈱ハーツリー代表取締役
社長 

服部 文雄 

取締役常務執行役員  
事業推進部門担当（営業本部、事業
開発本部、㈱アコーディア・リテー
ル担当） 

取締役常務執行役員  
ゴルフ事業部門担当（ゴルフ事業第
１本部、ゴルフ事業第２本部、事業
推進本部、営業本部、首都圏営業本
部担当） 

 
 



・執行役員 

氏  名 新  職 現  職 

野中 貞徳 常務執行役員 ゴルフ場事業本部長 執行役員 ゴルフ事業第１本部長 

町田 芳彦 

執行役員 ビジネス・トラスト推進室

長兼 Accordia Golf Trust 

Management Pte.Ltd. 代表取締役社

長 

執行役員 ビジネス・トラスト推進室

長 

中村  徹 執行役員 事業開発本部長 執行役員 事業推進本部長 

小幡 正浩 執行役員 練習場事業本部長 
執行役員 ㈱ゴルフ・アライアンス代

表取締役社長 

仙波 正樹 執行役員 総務人事本部長  総務部長 

 
・取締役（子会社） 

氏  名 新  職 現  職 

池本 英生 
㈱アコーディア・リテール代表取締

役社長 
執行役員 ㈱アコーディア・リテール

代表取締役社長 

佐藤 祐造 ㈱ハーツリー代表取締役社長 執行役員 ゴルフ事業第 2 本部長 

杉田 勝幸 
㈱ゴルフ・アライアンス代表取締役

社長 
執行役員 練習場事業本部長 

 
・幹部社員 

氏  名 新  職 現  職 

小山 淳一 理事 ゴルフ場事業本部副本部長 執行役員 ゴルフ事業第２本部副本

部長 

堀内 治 理事 ゴルフ場事業本部副本部長 執行役員 ゴルフ事業第１本部副本

部長 

鈴木 憲治 
理事 ゴルフ場事業本部副本部長  
兼 本社直轄事業部長 

執行役員 ゴルフ事業第１本部副本

部長 兼 第 24 事業部長 

谷田部 心一朗 理事 営業本部副本部長 執行役員 首都圏営業本部長 

川崎 啓司 
第 11 事業部長 兼 九州担当営業部

長 

執行役員 第 11 事業部長 兼 九州担

当営業部長 

中尾 豊健 アコーディア・ゴルフ ヘッドプロ 
執行役員 アコーディア・ゴルフ ヘ

ッドプロ 
 
 

以  上  
 
 
 
 
 
 
【本件に関するお問合せ先】(平日 9：00～17：00) 
株式会社アコーディア・ゴルフ  
ＩＲ部 野瀬  
電話  ：03－6688－1500（音声ガイダンス） 
E-mail：ir@accordiagolf.com  

 



【ご参考】2014 年６月 27 日付の取締役、監査役および執行役員の体制 
 

氏  名 新  職 

鎌田 隆介 

代表取締役社長執行役員  

経営企画部門担当およびゴルフ場運営部門担当（経営企画本

部、ゴルフ場事業本部担当） 

鈴木 隆文 

取締役常務執行役員   

コーポレート部門担当（経理財務本部担当、総務人事本部担

当） 

新野  孝 

取締役常務執行役員  

関連サービス部門担当（練習場事業本部、コース管理本部、

㈱ゴルフ・アライアンス、㈱ハーツリー担当） 

服部 文雄 
取締役常務執行役員  
事業推進部門担当（営業本部、事業開発本部、㈱アコーディ
ア・リテール担当） 

澤田  勲 社外取締役 

大西 又裕 
社外取締役 
特別コンプライアンス委員会委員長、指名委員会委員長 

須藤  修 社外取締役 

田代 祐子 社外取締役 

前川 充留 社外取締役 

田淵 智久 社外取締役 

對田 恒雄 常勤社外監査役 

藏口  勝 社外監査役 

廣渡 義紀 社外監査役 

初川 浩司 社外監査役 

道田 基生 常務執行役員 経営企画本部長 

野中 貞徳 常務執行役員 ゴルフ場事業本部長 

町田 芳彦 
執行役員ビジネス・トラスト推進室長 兼Accordia Golf Trust 
Management Pte.Ltd.代表取締役社長 

仙波 正樹 執行役員 総務人事本部長  

大澤 道雄  執行役員 経理財務本部長 兼 財務部長 

小幡 正浩 執行役員 練習場事業本部長 

遠藤 一博 執行役員 コース管理本部長 

渡邊 真司 執行役員 営業本部長 

中村  徹 執行役員 事業開発本部長 

 


