
平成 30 年 3 月 22 日 

 

各  位 
 

大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 

積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 

代表取締役社長  仲井 嘉浩  

 

 

 

代表取締役及び役員の異動 
人事異動・機構改革について 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当社業務に関しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび別紙のとおり、代表取締役及び役員の異動、人事異動・機構改革が決定

いたしましたので、ご通知申し上げます。 

 何卒ご高承の上、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬  具 
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平成 30 年 3 月 22 日 

各  位 
上場会社名   積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 
代表者氏名   代表取締役社長  仲井 嘉浩 
 (コード番号  １９２８ 東証･名証 市場第一部) 

本社所在地  大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 

問 合 せ 先      
責任者役職名

氏    名

執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長

畔柳 均 
   ＴＥＬ   （０６）６４４０－３１１１ 

 

代表取締役及び役員の異動について 

 
 本日開催した取締役会において、代表取締役及び役員の異動について、以下の通り決定

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．代表取締役の異動予定 

代表取締役副社長 内 田   隆（現、取締役、専務執行役員） 

 

２．異動年月日 

平成 30 年 4 月 26 日 

※ 平成 30 年 4 月 26 日付の第 67 回定時株主総会で取締役選任後、同日の取締役

会で決議予定。 

※ 略歴は別紙の通りです。 

 

３．異動の理由 

 経営体制の一層の強化を図るため。 

 

４．新任取締役候補者（平成 30 年 4 月 26 日付） 

吉
よし

 丸
まる

 由紀子
ゆ き こ

（現、株式会社ニフコ 執行役員） 

三
み

 浦
うら

 敏
とし

 治
はる

（現、常務執行役員 技術本部長委嘱） 

※ 吉丸 由紀子氏は、会社法に規定する社外取締役候補者です。 

 

５．昇格取締役（平成 30 年 4 月 1 日付） 

取締役副社長       内 田   隆（現、取締役、専務執行役員） 
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６．退任予定取締役（退任執行役員を含む）（平成 30 年 4 月 26 日付） 

取締役相談役   和 田   勇（当社相談役就任予定） 

取締役副社長（副社長執行役員） 伊 久 哲 夫（当社顧問就任予定） 

 

７．新任監査役候補者（平成 30 年 4 月 26 日付） 

岩
いわ

 田
た

 晴
はる

 幸
ゆき

（現、常務執行役員 資材部長委嘱） 

山
やま

 田
だ

 寿
ひさ

 夫
お

（現、執行役員 ＣＳ推進部長委嘱） 

槇
まき

 村
むら

 久
ひさ

 子
こ

（現、関西電力株式会社 社外監査役） 

鶴
つる

 田
た

 龍
りゅう

 一
いち

（現、株式会社瑞光 社外監査役） 

※ 槇村 久子氏と鶴田 龍一氏は、会社法に規定する社外監査役候補者です。 

 

８．株主総会後の監査役の互選により次の通り就任の予定です。 

常任監査役（常勤） 岩 田 晴 幸 

常任監査役（常勤） 山 田 寿 夫 

 

９．退任予定監査役（平成 30 年 4 月 26 日付） 

常任監査役 和 田 純 夫（当社顧問就任予定） 

常任監査役  吉 田 憲 五（当社顧問就任予定） 

監査役  國 定 浩 一（当社顧問就任予定） 

 

10．新任執行役員（平成 30 年 4 月 1 日付） 

執行役員 伊
い

 藤
とう

 みどり  （現、経営企画部 ダイバーシティ推進室長） 

執行役員 新
あら

 井
い

 冨士夫
ふ じ お

  （現、埼玉営業本部長） 

執行役員 工
く

 藤
どう

 正
まさ

 人
と

  （現、静岡工場長） 

執行役員 新
にっ

 田
た

 幸
さち

 生
お

  （現、関西第二営業本部長） 

執行役員 豊
とよ

 田
だ

 治
はる

 彦
ひこ

  （現、秘書部長） 

執行役員    上
じょう

 木
き

 宏
こう

 平
へい

  （現、設計部長（兼）大阪設計室長） 

執行役員 吉
よし

 本
もと

 継
けい

 蔵
ぞう

  （現、法務部長） 
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11．昇格執行役員（平成 30 年 4 月 1 日付） 

副社長執行役員 内 田   隆  （現、専務執行役員） 

※ 平成 30 年 4 月 26 日付の第 67 回定時株主総会終結の時までの任期。 

専務執行役員 西 田 勲 平  （現、常務執行役員） 

専務執行役員 堀 内 容 介  （現、常務執行役員） 

常務執行役員 皆 川   修  （現、執行役員） 

常務執行役員 島 貫 利 一  （現、執行役員） 

常務執行役員 寺 村 太 志  （現、執行役員） 

常務執行役員 上 條 英 之  （現、執行役員） 

 

12．退任執行役員（平成 30 年 3 月 31 日付） 

常務執行役員 中 田 孝 治  

常務執行役員 赤 松 大 介 （積和不動産九州㈱代表取締役社長就任予定） 

常務執行役員 尾 形 則 昭 （積和不動産関東㈱代表取締役社長就任予定） 

執行役員 松 島 雄 一 （当社顧問就任予定） 

執行役員 黒 田   章  

執行役員 畔 柳   均 （積和不動産関西㈱監査役、積水ハウス 

リフォーム中日本㈱監査役就任予定） 

 

以 上 
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＜別紙＞ 

新任代表取締役の略歴 

氏  名 内田 隆 （うちだ たかし） 

生 年 月 日 昭和２６年４月１９日（６６歳） 

出 身 地 東京都 

学  歴  昭和５１年 ３月 横浜市立大学商学部経営学科 卒 

経  歴  昭和５１年 ４月 当社 入社 

  平成１４年 ４月 経理部長 

 平成１６年 ４月 執行役員 経理部長 

 平成１８年 ４月 常務執行役員 経理財務部長 

 平成１８年 ４月 取締役 常務執行役員 経理財務部長 

 平成２１年 ２月 取締役 常務執行役員 関連企業 担当、経理財務部長 

 平成２２年 ５月 取締役 常務執行役員 埼玉営業本部長 

 平成２４年 ２月 取締役 常務執行役員 人事部長 

 平成２４年 ５月 取締役 常務執行役員 人事部長 関連企業 担当 

 平成２６年 ４月 取締役 専務執行役員 人事部長 関連企業 担当  

 平成３０年 ２月 取締役 専務執行役員 人事・関連企業 担当 

    現在に至る。 

 平成３０年 ４月 取締役副社長 副社長執行役員 管理部門 管掌（予定） 
平成３０年 ４月 代表取締役副社長 管理部門 管掌（予定） 

※平成 30 年 4 月 26 日付の第 67 回定時株主総会で 
取締役選任後、同日の取締役会で決議予定 

所有株式数  21,600 株 

 

 



積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽IR部門 管掌 代表取締役副会長 稲垣　士郎

▽取締役副社長　副社長執行役員　管理部門 管掌 （取締役　専務執行役員　人事・関連企業 担当） 内田　隆

▽専務執行役員　西日本建築事業本部長
（常務執行役員　シャーメゾン事業（西日本） 担当
西日本シャーメゾン事業本部長）

取締役 西田　勲平

▽専務執行役員　業務推進部門　担当
東日本建築事業本部長

（常務執行役員　シャーメゾン事業（東日本） 担当
東京シャーメゾン事業本部長 兼 マンション事業
本部長）

取締役 堀内　容介

▽技術部門 担当 （技術本部長） 常務執行役員 三浦　敏治

▽積和ハウジング事業部長 （神奈川営業本部長） 常務執行役員 藤原　元彦

▽生産部門　担当 （生産　担当） 常務執行役員 佐藤　博之

▽渉外部長 （東京支社長） 常務執行役員 内山　和哉

▽常務執行役員 （執行役員） 東京営業本部長 皆川　　修

▽常務執行役員 （執行役員） 東北営業本部長 島貫　利一

▽常務執行役員　関連企業　担当 （執行役員） 監査部長 寺村　太志

▽常務執行役員 （執行役員） 経理財務部長 上條　英之

▽執行役員　ダイバーシティ推進部長 （経営企画部　ダイバーシティ推進室長） 伊藤　みどり

▽執行役員 埼玉営業本部長 新井　冨士夫

▽執行役員 静岡工場長 工藤　正人

▽執行役員 関西第二営業本部長 新田　幸生

▽執行役員 秘書部長 豊田　治彦

▽執行役員 設計部長 兼 大阪設計室長 上木　宏平

▽執行役員　総務部 担当 法務部長 吉本　継蔵

（退任） （常務執行役員　総務 担当） 中田　孝治

（退任）顧問就任、積和不動産九州株式会社　代表
取締役社長就任（4月23日付）

（常務執行役員　九州営業本部長） 赤松　大介

（退任）積和不動産関東株式会社　顧問就任、積和
不動産関東株式会社　代表取締役社長就任（4月
23日付）

（常務執行役員　北関東営業本部長） 尾形　則昭

（退任）顧問就任 （執行役員　東京支社　次長） 松島　雄一

（退任） （執行役員　ＣＲＥ事業部長） 黒田　　章

（退任）積水ハウスリフォーム中日本株式会社　監査
役就任（3月29日付）、積和不動産関西株式会社
監査役就任（4月23日付）

（執行役員　コーポレート・コミュニケーション部長
兼 ＩＲ室長）

畔栁　　均
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月26日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役副社長 （取締役副社長　副社長執行役員） 管理部門 管掌 内田　隆

▽取締役 株式会社ニフコ　執行役員 吉丸　由紀子

▽取締役 常務執行役員　技術部門 担当 三浦　敏治

▽常任監査役 （常務執行役員　資材部長） 岩田　晴幸

▽常任監査役 （執行役員　ＣＳ推進部長） 山田　寿夫

▽監査役 関西電力株式会社 社外監査役 槇村　久子

▽監査役 株式会社瑞光 社外監査役 鶴田　龍一

▽CS推進部長 （施工部長） 執行役員 小井　孝員　

（退任）相談役就任 （取締役相談役） 和田　勇

（退任）顧問就任
（取締役副社長　副社長執行役員
技術・環境推進　管掌）

伊久　哲夫

（退任）顧問就任 （常任監査役） 和田　純夫

（退任）顧問就任 （常任監査役） 吉田　憲五

（退任）顧問就任 （監査役） 國定　浩一
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

東日本建築事業本部

▽東日本建築事業本部　技術部長 （東京シャーメゾン事業本部　技術部長） 藤井　雅夫

▽東日本建築事業本部　総務部長 （東京シャーメゾン事業本部　総務部長） 伊藤　勝敏

▽東日本建築事業本部　CRE部長 （東京シャーメゾン事業本部　CRE部長） 久松　崇

▽仙台シャーメゾン支店長 （仙台シャーメゾン支店） 室井　耕一

▽多摩南シャーメゾン支店長 （多摩支店長） 塚田　泰之

▽多摩南シャーメゾン支店　技術次長 （町田支店　技術次長） 三浦　和彦

▽川崎シャーメゾン支店長 （川崎支店長） 安齊　健郎

▽川崎シャーメゾン支店　技術次長 （川崎支店　技術次長） 中曽根　誠

▽横浜北シャーメゾン支店長 （横浜シャーメゾン支店） 長谷川　浩

▽横浜北シャーメゾン支店　技術次長 （湘南支店　技術次長） 嵐　典之

▽埼玉シャーメゾン支店長 （埼玉支店長） 伊藤　一徳

▽埼玉シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉西シャーメゾン支店　技術次長） 杉下　靖二

▽埼玉南シャーメゾン支店長 （埼玉南支店　営業次長） 北脇　和仁

▽埼玉南シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉南支店　技術次長） 猪子　裕介

▽埼玉東シャーメゾン支店長 （埼玉東支店長） 高倉　洋一郎

▽埼玉東シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉支店　技術次長） 木下　昭彦

▽埼玉西シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉西シャーメゾン支店） 大谷　健一

▽常葉シャーメゾン支店　技術次長 （京葉支店　技術次長） 吉田　正

西日本建築事業本部

▽西日本建築事業本部　技術部長 （西日本シャーメゾン事業本部） 鹿庭　政美

▽西日本建築事業本部　総務部長 （西日本シャーメゾン事業本部　総務部長） 大崎　正文

▽西日本建築事業本部　不動産部長 （西日本シャーメゾン事業本部　不動産部長） 湯浅　訓嘉

▽西日本建築事業本部　販売促進部長 （西日本シャーメゾン事業本部） 小渕　秀信

▽名古屋東シャーメゾン支店長 （名古屋東シャーメゾン支店　技術次長） 外川　充

▽名古屋東シャーメゾン支店　技術次長 （名古屋東シャーメゾン支店） 服部　治

▽名古屋東シャーメゾン支店　営業次長
（岡崎エリア担当）

（名古屋東シャーメゾン支店） 榑林　志朗

▽名古屋東シャーメゾン支店　営業次長
（名古屋東エリア担当）

（名古屋西シャーメゾン支店） 柳川　喜久夫

▽北陸シャーメゾン支店長 （北陸支店長） 吉田　尚弘

▽北陸シャーメゾン支店　技術次長 （北陸支店　技術次長） 徳岡　敦
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

西日本建築事業本部

▽京滋奈シャーメゾン支店長 （京滋シャーメゾン支店長） 入江　哲也

▽京滋奈シャーメゾン支店　技術次長 （京滋シャーメゾン支店　技術次長） 永井　一幸

▽京滋奈シャーメゾン支店　営業次長
（京都エリア担当）

（京滋シャーメゾン支店　営業次長） 小谷　勲

▽京滋奈シャーメゾン支店　営業次長
（奈良エリア担当）

（奈良支店　営業次長） 藤原　達也

▽岡山シャーメゾン支店長 （高知支店） 領木　祐介

▽岡山シャーメゾン支店　技術次長 （香川支店　技術次長） 西川　康伸

▽広島シャーメゾン支店長 （倉敷支店） 高畠　哲也

▽広島シャーメゾン支店　技術次長 （広島シャーメゾン支店） 若江　哲也

▽福岡シャーメゾン支店長 （名古屋東シャーメゾン支店長） 松波　康夫

▽福岡シャーメゾン支店　営業次長
（福岡エリア担当）

（大阪南シャーメゾン支店　営業次長） 田村　寿悦

▽大阪特建支店長 （大阪特建支店　営業次長） 西川　雅則

▽大阪特建支店　営業次長 （大阪特建支店） 木村　寛

東北営業本部

▽郡山支店長 （札幌支店長） 但木　裕

▽札幌支店長 （仙台シャーメゾン支店） 都澤　篤志

東京営業本部

▽多摩支店長 （町田支店長） 篠　茂則

神奈川営業本部

▽神奈川営業本部長 （横浜北支店長） 朽方　毅

▽神奈川東支店長 （神奈川シャーメゾン支店） 伊丸　和宏

▽神奈川東支店　技術次長 （横浜北支店　技術次長） 角田　桂太

▽湘南支店　技術次長 （藤沢支店　技術次長） 遠藤　保衡

8



積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

埼玉営業本部

▽埼玉支店長 （埼玉北支店長） 木村　良典

▽埼玉支店　技術次長 （埼玉支店） 河原　克巳

▽埼玉南支店　技術次長 （埼玉西支店　技術次長） 篠原　弘幸

▽埼玉東支店長 （埼玉東支店　営業次長） 樋口　雅

▽埼玉北支店長 （埼玉支店　営業次長） 内山　聡

▽埼玉西支店　技術次長 （埼玉西支店） 伊藤　享史

東関東営業本部

▽京葉支店　技術次長 （常葉シャーメゾン支店　技術次長） 三宅　史朗

▽千葉南支店　技術次長 （東関東営業本部） 山田　毅

北関東営業本部

▽北関東営業本部長 （仙台シャーメゾン支店長） 川村　英史

中部第二営業本部

▽浜松支店長 （中部第二営業本部） 久保田　敏文

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部長 （大阪北支店長） 青木　慎治

▽関西第一営業本部　技術部長 （神戸支店　技術次長） 松村　耕也

▽大阪北支店長 （大阪北支店） 浅田　浩史

▽大阪北支店　技術次長 （大阪北支店） 児玉　英明

▽大阪北支店　営業次長（高槻茨木エリア担当） （大阪北支店） 松本　貴嘉

▽大阪北支店　営業次長（吹田豊中エリア担当） （大阪北支店） 可知　圭樹

▽大阪南支店長 （阪神支店長） 水田　晴久

▽大阪南支店　技術次長 （大阪南支店） 野田　福広

▽大阪南支店　営業次長（阪南エリア担当） （大阪南支店） 寺島　滋

▽大阪南支店　営業次長（大阪エリア担当） （大阪中央支店） 森田　徹郎

▽和歌山支店長 （大阪南支店長） 渋谷　重雄

▽神戸支店長 （和歌山支店長） 大福　恵

▽神戸支店　技術次長 （大阪北支店） 梁川　秀和

▽神戸支店　営業次長（明石洲本エリア担当） （神戸西支店　営業次長） 吉澤　登
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

関西第一営業本部

▽阪神支店長 （阪神支店） 原口　貴彦

▽阪神支店　技術次長 （神戸西支店　技術次長） 田那邊　裕史

▽阪神支店　営業次長（西宮宝塚エリア担当） （阪神支店　技術次長） 東澤　恵一

▽阪神支店　営業次長（神戸エリア担当） （神戸支店） 森口　武

関西第二営業本部

▽関西第二営業本部　技術部長 （関西第二営業本部） 河野　秀明

▽北陸支店長 （滋賀支店長） 松田　光司

▽北陸支店　技術次長 （彦根支店） 大村　直也

▽滋賀支店長 （滋賀支店） 森上　和昌

中国四国営業本部

▽岡山支店長 （岡山シャーウッド住宅支店長） 本溜　裕宣

▽岡山支店　技術次長 （岡山シャーウッド住宅支店　技術次長） 太田　尚宏

▽福山支店長 （広島支店　営業次長） 佐藤　進一

▽広島支店　営業次長 （山口支店　営業次長） 岡崎　敬

▽徳山支店長 （徳山支店） 原本　秀和

▽山口支店　技術次長 （徳島支店　技術次長） 大河　正和

▽山口支店　営業次長（山口エリア担当） （徳島支店長） 大野　丈二

▽東四国支店長 （岡山支店長） 大村　泰志

▽東四国支店　技術次長 （岡山支店　技術次長） 福島　敏之

▽岡山カスタマーズセンター所長 （広島カスタマーズセンター所長） 宮武　信夫

▽広島カスタマーズセンター所長 （広島カスタマーズセンター） 山口　武志

▽山口カスタマーズセンター所長 （山口支店　技術次長） 原　武彦

九州営業本部

▽九州営業本部長 （北九州支店長） 田中　好一郎

▽北九州支店長 （鹿児島支店　宮崎営業所長） 王原　敦朗

▽鹿児島支店　宮崎営業所長 （九州営業本部） 細田　祐

マンション事業本部

▽マンション事業本部長 （大阪マンション事業部長） 辻本　惠勇

▽マンション事業本部　総務部長 （開発事業部） 大垣　仁志

▽大阪マンション事業部長 （大阪マンション事業部　営業次長） 迫田　秀樹
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

発令日：平成30年4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

開発事業部

▽開発事業部　トリップベース事業推進室長 （開発事業部） 栗崎　修一

本社

▽新規事業企画部長 （経営企画部） 中林　幹貴

▽IT業務部長 （IT業務部） 宍倉　正人

▽秘書部　東京オフィス長 （東京総務部長） 藤木　賢一

▽リフォーム事業部長 （IT業務部長） 柏木　伸介

▽リフォーム事業部　次長 （積和建設ハウジング事業部長） 大津　博之

▽リフォーム事業部　次長 （リフォーム事業部長） 向後　一学

▽CRE事業部長 （東北復興開発事業部長） 三国　富夫

▽TKC事業部長 （関西第一営業本部長） 遠藤　恒夫

▽TKC事業部　次長 （TKC事業部長） 佐藤　由光

▽IR部長 （コーポレート・コミュニケーション部　IR室） 吉田　篤史

▽CSR部長 （経営企画部　ダイバーシティ推進室） 小谷　美樹

▽CSR部　次長 （コーポレート・コミュニケーション部　CSR室長） 広瀬　雄樹

▽環境推進部　温暖化防止推進室長 （環境推進部　温暖化防止研究所） 近田　智也

▽商品開発部長 （開発部長） 東　和寿

▽商品開発部　建築事業開発室長 （開発部　シャーウッド商品開発室長） 岸田　達朗

▽商品開発部　シャーウッド商品開発室長 （開発部　シャーウッド商品開発室） 横田　信之

▽技術管理部長 （技術部長） 岸本　浩一

▽総合住宅研究所　住生活研究室長 （総合住宅研究所） 河﨑　由美子

▽技術業務部　設計システム室長 （関西第一営業本部　技術部長） 小松　洋一

生産部門

▽東北工場　総務部長 （静岡工場　総務部） 伊藤　秀典

▽関東工場　総務部長 （山口工場　総務部長） 吉村　豊

▽山口工場　総務部長 （東北工場　総務部長） 若木　功

発令日：平成30年4月26日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

本社

▽施工部長 施工部　品質管理室長 住友　義則

▽資材部長 （資材部） 清水　倫孝
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成30年3月22日

（積和建設グループ）

発令日：平成30年3月26日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽積和建設東北株式会社　代表取締役社長 （積和建設東北株式会社　専務取締役） 　 吉田　賢二

▽積和建設北陸株式会社　代表取締役社長 （積和建設近畿株式会社　取締役） 　 堀田　和彦

（積水ハウスリフォーム中日本株式会社）

発令日：平成30年3月29日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （積水ハウス株式会社　中部第一営業本部） 　 西野　一之

▽取締役　営業部長 （神戸営業所長） 松見　信幸

▽取締役　 （業務役員） 工務部長 竹内　俊介

▽取締役　 （業務役員） 京都営業所長 加藤　雅之

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 黒木　大二

（退任）顧問就任 （常務取締役） 宮本　淳之

（退任）顧問就任 （常務取締役） 　 木藤　政己

（積水ハウスリフォーム西日本株式会社）

発令日：平成30年3月29日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長
（積水ハウス株式会社　徳山支店長 移籍退職（3
月31日付））

　 岡田　登

（退任）積和不動産中国株式会社　顧問就任（3月
30日付）、積和不動産中国株式会社　代表取締役
社長就任（4月23日付）

（代表取締役社長） 大谷　修

（積和不動産株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽常務取締役　 （取締役）　 関連会社担当　経理財務部長 稲澤　和也

▽常務取締役　 （取締役）　 東京賃貸営業本部長 佐々木　誠

（積和不動産関東株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （積和不動産関東株式会社　顧問） 尾形　則昭

▽常務取締役 （取締役） 佐藤　満長

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 寺崎　明久
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成30年3月22日

（積和不動産関西株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長
（積水ハウス株式会社　大阪特建支店長 移籍退
職（3月31日付）、積和不動産関西株式会社　顧
問（4月1日付））

北田　康

▽取締役　 澤田　康志

（退任）最高顧問就任 （代表取締役社長） 松吉　三郎

（退任）積和管理関西株式会社代表取締役社長就任 （専務取締役） 石井　直樹

（退任）顧問就任 （常務取締役） 山口　英大

（積和不動産中部株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （取締役副社長） 大野　照雄

▽取締役　 賀来　裕之

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 山本　保明

（積和不動産中国株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （積和不動産中国株式会社　顧問） 大谷　修

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 冨部　秀司

（積和不動産九州株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （積水ハウス株式会社　顧問） 赤松　大介

▽常務取締役
（積水ハウス株式会社　福岡シャーメゾン支店長
移籍退職（3月31日付）、積和不動産九州株式会
社　顧問（4月1日付））

渡邉　昭満

▽常務取締役 （専務取締役） 庄嶋　正文

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 広松　幹雄

（退任） （取締役） 藤井　重徳
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成30年3月22日

（積和不動産東北株式会社）

発令日：平成30年4月23日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 （常務取締役） 永峯　一男

▽取締役　
（積水ハウス株式会社　郡山支店長 移籍退職（3
月31日付）、積和不動産東北株式会社　顧問（4
月1日付））

永山　恵信

（退任）顧問就任 （代表取締役社長） 中島　善忠
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積水ハウス株式会社 平成30年3月22日

機構改革

改正日：平成30年4月1日

北関東営業本部の北関東シャーメゾン支店を東日本建築事業本部の傘下に移管する。

東関東営業本部の千葉シャーメゾン支店及び常葉シャーメゾン支店を東日本建築事業本部の傘下に移管する。

技術部を技術管理部に改める。

総合住宅研究所に住生活研究室を新設する。

（２）開発事業部に、ホテル事業の推進を図る専門組織として、トリップベース事業推進室を新設する。

（３）シャーメゾン・特建事業の組織体制について、専門性の一層の強化充実を図るため、全国的に再編する。

東京シャーメゾン事業本部を東日本建築事業本部に改める。

東北営業本部の仙台シャーメゾン支店を東日本建築事業本部の傘下に移管する。

東京営業本部の町田支店を多摩南シャーメゾン支店に改めると共に、東日本建築事業本部の傘下に移管する。

神奈川営業本部の川崎支店を川崎シャーメゾン支店に改めると共に、横浜シャーメゾン支店及び神奈川シャーメゾン支店と併せて、東日本建築事業本部の
傘下に移管する。

東日本建築事業本部に、横浜北シャーメゾン支店、埼玉シャーメゾン支店、埼玉南シャーメゾン支店及び埼玉東シャーメゾン支店を新設する。

埼玉営業本部の埼玉西シャーメゾン支店を東日本建築事業本部の傘下に移管する。

本社と東京拠点との連携強化を図るため、秘書部に秘書部東京オフィスを置く。

（１）複数の本社部場所を包括する「部門」を置き、それぞれを担当する取締役・執行役員の責任と権限を明確化するとともに、部門内での部場所間の連携と
人材育成の強化徹底を図るため、本社部場所を「戦略部門」「ストック部門」「業務推進部門」「ＩＲ部門」「管理部門」「技術部門」に再編する。

＜戦略部門＞

経営企画部のダイバーシティ推進室を独立させ、ダイバーシティ推進部とする。

新規事業の企画、検討等の推進を図るため、専門組織として新規事業企画部を新設する。

「積和の木の家」をセカンドブランドとして強化育成するため、積和建設ハウジング事業部を、「積和の木の家」の新築請負事業等の企画・支援に特化する積
和ハウジング事業部に改める。

開発部を商品開発部に改めると共に、商品開発部に、非住宅を用途とする商品の開発を管轄する建築事業開発室を新設する。

＜業務推進部門＞

東京拠点に渉外部を新設する。

震災復興の進展を鑑み、ＣＲＥ事業部及び東北復興開発事業部を統合し、ＣＲＥ事業部とする。

＜ＩＲ部門＞

ＩＲ室をＩＲ部とし、ＣＳＲ室をＣＳＲ部とする。

＜技術部門＞

環境推進部の温暖化防止研究所を温暖化防止推進室に改める。
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機構改革

改正日：平成30年4月1日

●本件に関するお問い合わせ先

　積水ハウス株式会社　広報部

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

西日本シャーメゾン事業本部を西日本建築事業本部に改める。

中部第二営業本部の静岡シャーメゾン支店を西日本建築事業本部の傘下に移管する。

西日本建築事業本部に、北陸シャーメゾン支店を新設する。

関西第二営業本部の京滋シャーメゾン支店を京滋奈シャーメゾン支店に改めると共に、西日本建築事業本部の傘下に移管する。

中国四国営業本部の岡山シャーウッド住宅支店を岡山シャーメゾン支店に改めると共に、広島シャーメゾン支店と併せて西日本建築事業本部の傘下に移
管する。

九州営業本部の福岡シャーメゾン支店を西日本建築事業本部の傘下に移管する。

（４）神奈川営業本部の横浜北支店を神奈川東支店に改める。

（５）中国四国営業本部の香川支店を東四国支店に改める。

　（大阪）　　　 　 　　（東京）
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