
 

 

 

 

 

 

2020年３月18日 

各 位 

東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 6 番 1 号 
大  東  建  託  株  式  会  社 
代 表 取 締 役 社 長  小 林  克 満 
（東証･名証第１部 コード番号1878） 

 

 

機構改革および人事異動のお知らせ 

 

 

  2020年４月１日付けにて、機構改革および人事異動を行うこととしましたので、 

下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改革 

 

１） 建築事業本部 

（１） 建築事業本部を４建築事業本部から２建築事業本部へ再編し、「東日本建築事業本部」、 

「西日本建築事業本部」とする。 

（２） 18建築事業部を再編し、17建築事業部・216支店とする。 

（３） 東日本建築事業本部を５建築事業部から８建築事業部（北海道・北信建築事業部、 

東北建築事業部、北関東・関越建築事業部、西関東建築事業部、東関東建築事業部、 

東京建築事業部、西首都圏建築事業部、南首都圏建築事業部）へ再編する。 

（４） 西日本建築事業本部を４建築事業部から９建築事業部（東海建築事業部、中京建築事業部、 

中部建築事業部、京阪神建築事業部、南関西建築事業部、中四国建築事業部、 

中国建築事業部、北九州・沖縄建築事業部、南九州建築事業部）へ再編する。 

（５） 東日本建築事業本部傘下に「建築ソリューション部」を新設する。 

（６） 設計統括部傘下に「技術監理部」を新設する。 

（７） 施工品質管理部と安全管理部を、「施工管理部」と「安全品質管理部」に改編する。 

 

２） 不動産事業本部 

（１） 不動産事業企画部を不動産事業本部傘下から大東建託リーシング㈱傘下とし、 

「事業戦略室」へ再編する。 

（２） 不動産事業管理部を不動産事業本部傘下から大東建託リーシング㈱傘下とし、 

「管理部」へ再編する。 

 

  



 

 

３） 経営管理本部 

（１） コンプライアンス推進室を業務統括部傘下から経営管理本部傘下とする。 

（２） 総務部を経営管理本部傘下から業務統括部傘下とする。 

（３） 情報システム部、経営企画室、広報部を経営管理本部傘下から社長直轄とする。 

（４） ＴＱＣ事務局を人事部へ統合する。 

 

４） 関連事業本部 

（１） 事業戦略室を関連事業本部傘下から社長直轄とする。 

 

 

 

２．人事異動（部長職以上）  
 
  別添資料のとおり。  

以上 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 
大東建託（株）経営企画室 

塩見、吉田 
03（6718）9068



 

 

（別紙資料） 

２．人事異動 

    部長職以上の人事 （４月１日付） 

 氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

小林 克満 代表取締役 社長 

[兼]建築事業本部長 

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役 

[兼]大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 取締役 

代表取締役 社長 

[兼]建築事業本部長 

[兼]大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 取締役 

川合 秀司 常務取締役 経営管理本部長 

[兼]関連事業本部長 

[兼]㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 取締役  

[兼]JustCo DK Japan㈱ 代表取締役 CEO 

[兼]大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役 

常務取締役 経営管理本部長 

[兼]関連事業本部長  

[兼]㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 取締役  

[兼]JustCo DK Japan㈱ 代表取締役 CEO 

竹内 啓 常務取締役 西日本建築事業本部長 

[兼]大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 取締役 

常務取締役 不動産事業本部長  

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役  

[兼]大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 取締役  

[兼]大東ｴﾅｼﾞｰ㈱ 取締役  

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

齊藤 和彦 取締役 東日本建築事業本部長 

[兼]震災復興会社責任者 

取締役 建築事業統括本部長 

佐藤 功次 取締役 不動産事業本部長  

[兼]大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱代表取締役 社長 

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役 

[兼]大東ｴﾅｼﾞｰ㈱ 取締役  

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

取締役 

大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 代表取締役 社長  

[兼]大東ｴﾅｼﾞｰ㈱ 代表取締役 社長 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 代表取締役 社長  

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役 

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役 

中上 文明 取締役 

（６／２６ 退任予定） 

取締役 建築事業統括本部 副本部長 

[兼]大東建設㈱ 取締役 

[兼]大東ｽﾁｰﾙ㈱ 取締役 

鈴木 崇之 執行役員  

中京建築事業部長 

上席執行役員 

首都圏建築事業本部長 

舘  正文 執行役員  

設計統括部長 

上席執行役員 

首都圏建築事業本部 部長 

山田 昭司 執行役員  

西関東建築事業部長 

執行役員  

関越建築事業部長 

田中 正義 執行役員  

大東みらい信託㈱ 代表取締役 社長  

[兼]営業企画部 部長 

執行役員  

営業統括部長 

[兼] 大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役 

[兼] 大東みらい信託㈱ 取締役 

  



 

 

 氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

守  義浩 執行役員 

大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 社長 

[兼]JustCo DK Japan㈱ 取締役 

[兼]良部屋商务咨询(上海)有限公司 董事長 

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役  

[兼]D･T･C 取締役 

執行役員 

大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 社長  

[兼]JustCo DK Japan㈱ 取締役  

[兼]良部屋商务咨询(上海)有限公司 董事長 

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

[兼]D･T･C 取締役 

川原 栄司 執行役員 

大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 専務取締役  

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役  

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾍﾟｲﾒﾝﾄ㈱ 取締役 

[兼]ﾊｳｽｺﾑ㈱ 取締役 

執行役員 

大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 専務取締役  

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役  

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役  

[兼]ﾊｳｽﾘｰﾌﾞ㈱ 取締役 

小石川 正幸 執行役員 

営業統括部長 

[兼]大東ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 取締役 

執行役員 

北首都圏建築事業部長 

中村 浩一 執行役員  

西日本建築事業本部 部長 

執行役員  

中日本建築事業本部 部長 

松藤 潤 執行役員  

東京建築事業部長 

執行役員  

東日本建築事業本部長 

[兼]震災復興会社責任者 

柴田 哲也 執行役員  

不動産事業推進部長  

[兼]首都圏地域担当部長 

[兼]大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 取締役  

[兼]少額短期保険ﾊｳｽｶﾞｰﾄﾞ㈱ 取締役 

執行役員  

不動産事業推進部長 

[兼]首都圏地域担当部長 

[兼]中日本地域担当部長 

泉 和宏 執行役員  

工事統括部長 

[兼]大東建設㈱ 取締役  

[兼]大東ｽﾁｰﾙ㈱ 取締役 

執行役員  

工事統括部長 

竹中 郁裕 執行役員  

東日本建築事業本部 部長 

設計統括部長 

岡本 司 執行役員  

経理部長 

[兼]D･A･D 代表取締役 社長 

経理部長 

[兼]D･A･D 代表取締役 社長 

小川 修一 京阪神建築事業部長 上席執行役員 

中日本建築事業本部長 

三宅 聡 南九州建築事業部長 執行役員 

京阪神建築事業部長 

中嶋 圭三 

 

北九州・沖縄建築事業部長 西日本建築事業本部長 

諸橋 武 

 

北関東・関越建築事業部長 北関東建築事業部長 

面 猛 

 

東京建築事業部 部長 北九州・沖縄建築事業部長 

  



 

 

 氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

稲垣 達也 JustCo DK Japan準備室 部長（部門長） JustCo DK Japan準備室 部長（部門長） 

[兼]TQC事務局 部長 

天野 豊 

 

事業戦略室長 事業戦略室 部長 

山口 修司 

 

施工管理部長 西日本建築事業本部 部長 

中邑 憲一 東北建築事業部長  

[兼]震災復興現地責任者 

中首都圏建築事業部長 

有松 由紀子 大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱  

取締役（部長） 

大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱  

取締役 教育部長（部長） 

北原 誠一郎 不動産事業推進部  

西日本地域担当部長 

東海建築事業部長 

近藤 正祐 

 

大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ 事業戦略室長（部長） 不動産事業企画部長 

樺山 一勝 不動産事業推進部 

中日本地域担当部長 

不動産事業推進部 

西日本地域担当部長 

佐藤 隆造 

 

西首都圏建築事業部長 船橋支店長 

永井 信行 

 

東海建築事業部長 浜松支店 上席支店長 

髙橋 由崇 

 

不動産流通開発部長 不動産流通開発部 次長 部門長 

村上 勝彦 

 

教育センター長（部門長） 教育センター 次長 部門長 

太田 一 

 

西日本建築事業本部 部長 施工品質管理部 工事推進（西日本）次長 

 

           －以下余白－ 


