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平成 29 年３月 21 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 コ ス モ ス イ ニ シ ア 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 高 木 嘉 幸 

  （ コード番号 8844  JASDAQ ） 

問合せ先 
 執 行 役 員 

経営管理本部 副本部長 
岡村 さゆり 

  （ TEL. 03-5444-3210 ） 

 

 

組織変更並びに当社及びグループ会社の役員の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、組織変更並びに当社及びグループ会社の役員の異動について

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更（変更日：平成 29 年４月１日） 

中期経営計画 2018 に掲げる成長戦略の更なる実践に向けて、以下の組織変更を実施致します。 

・更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化として、内部統制室を監査等委員会の直轄に変更す

る。ただし、引き続き業務執行に関する事項については代表取締役社長に帰属させる。 

 

・R＆Ｄ事業部を本部に昇格し、事業推進部を、アクティブシニア向けマンション事業の拡張を担

うシニア事業推進部とアパートメントホテル事業を担う宿泊事業推進部に再編する。 

 

・流通事業（不動産リテール仲介および中古マンションの買取再販）の更なる事業強化を目指し、

組織の統合及び機能別の再編を行う。 

 

２．執行役員の異動（異動予定日：平成 29 年４月１日） 

氏名 新役職名 旧役職名 

高木 嘉幸 代表取締役社長 社長執行役員 

R&D 本部 本部長 

経営管理本部 本部長 

ソリューション本部 本部長 

代表取締役社長 社長執行役員 

経営管理本部 本部長 

企画開発本部 本部長 

桑原 伸一郎 取締役 取締役 常務執行役員 

ソリューション本部 本部長 

枝廣 寿雄 取締役 

 

取締役 常務執行役員 

レジデンシャル本部 本部長 

岡村 さゆり 常務執行役員 

レジデンシャル本部 本部長 

レジデンシャル本部 分譲事業部 

事業部長 

執行役員 

経営管理本部 副本部長 

柏木 恒二 常務執行役員 

企画開発本部 本部長 

執行役員 

企画開発本部 副本部長 
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津田 英信 執行役員 

R&D 本部 副本部長 

＜シニア事業担当＞ 

企画開発本部 副本部長 

＜都市開発担当＞ 

執行役員 

レジデンシャル本部 副本部長 

レジデンシャル本部 分譲事業部 

事業部長 

髙智 亮大朗 執行役員 

レジデンシャル本部 副本部長 

＜流通事業・西日本支社担当＞ 

執行役員 

レジデンシャル本部 西日本支社 

支社長 

藤岡 英樹 執行役員 

R&D 本部 副本部長 

＜宿泊事業担当＞ 

執行役員 

R&D 事業部 事業部長 

 

 

新任執行役員 

氏名 新役職名 旧役職名 

森田 和彦 執行役員 

建築本部 副本部長 

建築本部 建築統括部 部長 

建築本部 アフターサービス部 部長 

建築本部 建築統括部 部長 

建築本部 アフターサービス部 部長 

 

 

 

３． 役員の異動（異動予定日：平成 29 年６月 23 日） 

氏名 新役職名 旧役職名 

高木 嘉幸 代表取締役社長 社長執行役員 

R&D 本部 本部長 

ソリューション本部 本部長 

 

代表取締役社長 社長執行役員 

R&D 本部 本部長 

経営管理本部 本部長 

ソリューション本部 本部長 

 

  新任取締役 

氏名 新役職名 旧役職名 

岡村 さゆり 取締役 常務執行役員 

レジデンシャル本部 本部長 

常務執行役員 

レジデンシャル本部 本部長 

柏木 恒二 取締役 常務執行役員 

企画開発本部 本部長 

常務執行役員 

企画開発本部 本部長 

渡邉 典彦 取締役 常務執行役員 

経営管理本部 本部長 

取締役 常勤監査等委員 

名島 弘尚 取締役（非常勤） 

大和ハウス工業株式会社 執行役員 

連結経営管理部長 

大和ハウス工業株式会社 執行役員 

連結経営管理部長 

 

桑原 伸一郎 取締役 常勤監査等委員 

 

取締役 

 

退任予定取締役  

氏名 役職名 

枝廣 寿雄 取締役 

柴田 英一 取締役（非常勤） 

※平成 29 年６月 23 日開催予定の株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。 
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４．株式会社コスモスモアの役員の異動（異動予定日：平成 29 年４月１日） 

新任取締役 

氏名 新役職名 

枝廣 寿雄 取締役 

 

 

５．株式会社コスモスモアの役員の異動（異動予定日：平成 29 年６月 23 日） 

氏名 新役職名 旧役職名 

枝廣 寿雄 代表取締役社長 取締役 

小川 陽平 常務取締役 取締役 

村田 道春 取締役 住宅事業部 部長 

 

退任予定取締役 

氏名 役職名 

緒方 克吉 代表取締役社長 

   ※平成 29 年６月（予定）の株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。 

※同社顧問就任予定 

 

 

６．株式会社コスモスライフサポートの役員の異動（異動予定日：平成 29 年６月 23 日） 

新任取締役 

氏名 新役職名 

津田 英信 代表取締役社長 

 

退任予定取締役 

氏名 役職名 

藤岡 英樹 代表取締役社長 

※平成 29 年６月（予定）の株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。 
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＜参考＞ 

当社新体制（平成 29 年６月 23 日付） 

氏名 役職名 

高木 嘉幸 代表取締役社長 社長執行役員 

R&D 本部 本部長 

ソリューション本部 本部長 

杉谷 景 取締役 常務執行役員 

建築本部 本部長 

岡村 さゆり 取締役 常務執行役員 

レジデンシャル本部 本部長 

柏木 恒二 取締役 常務執行役員 

企画開発本部 本部長 

渡邉 典彦 取締役 常務執行役員 

経営管理本部 本部長 

髙井 基次 取締役（非常勤） 

大和ハウス工業株式会社 常務執行役員 

マンション事業推進部統括部長＜マンション事業担当＞ 

名島 弘尚 取締役（非常勤） 

大和ハウス工業株式会社 執行役員 

連結経営管理部長 

岡田 賢二 社外取締役 

伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長 

桑原 伸一郎 取締役 常勤監査等委員 

 

坂東 規子 社外取締役 監査等委員 

あたご法律事務所 

吉田 高志 社外取締役 監査等委員 

吉田公認会計士事務所 代表 

走内 悦子 執行役員 

ソリューション本部 副本部長 

津田 英信 執行役員 

R&D 本部 副本部長＜シニア事業担当＞ 

企画開発本部 副本部長＜都市開発担当＞ 

髙智 亮大朗 執行役員 

レジデンシャル本部 副本部長＜流通事業・西日本支社担当＞ 

藤岡 英樹 執行役員 

R&D 本部 副本部長＜宿泊事業担当＞ 

森田 和彦 執行役員 

建築本部 副本部長 

建築本部 建築統括部 部長 

建築本部 アフターサービス部 部長 

※平成 29年 6 月 23 日開催予定の株主総会の決議及び伊藤忠エネクス㈱における機関決定等の手

続きを経て、正式に決定される予定です。 

 

以 上 


