
　  平成２２年２月１６日

各  位

会社名  　大和ハウス工業株式会社

代表者  　代表取締役社長　村上健治

（コード番号：1925　東証、大証第１部）

　このたび当社では、下記の通り役員の異動・担当変更及び人事異動について決定しましたので、

お知らせいたします。

　なお、グループ会社における統合についても決定しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

 １．役員の異動・担当変更

       ４月１日付        ３月１日付       現   役   職    氏  名

代表取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員 ﾆｼﾑﾗ  ﾀﾂｼ

・技術本部長 同右 ・技術本部長 西村　達志

・情報システム副担当 ・情報システム副担当

・都市開発・土木事業担当

取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 ｲｼﾊﾞｼ  ﾀｸﾔ

同右 ・生産購買本部長 ・本店長 石橋　卓也

取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

同右 ・海外事業部長 ・生産購買本部長 東　博司

・海外事業担当 ・海外事業部長

・海外事業担当

取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 ｳｽﾞｲ ﾀｶｼ

・本店長 ・本店長 ・住宅事業全般担当 渦居　司

・住宅事業全般担当 ・住宅事業全般担当

取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞｵ

同右 ・営業推進担当 ・東京支社長 大塚　滋雄

・集合住宅事業担当

取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ｶﾜｲ  ｶﾂﾄﾓ

・経営管理本部戦略部門担当 同右 ・経営管理本部人事部長 河合　克友

・ＣＳＲ副担当 ・経営管理本部戦略部門担当

・ＣＳＲ副担当

取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 ﾇﾏﾀ  ｼｹﾞﾙ

・東京支社長 ・東京支社長 ・仙台支店長 沼田　茂

・住宅事業担当(東日本担当) ・住宅事業担当(東日本担当) ・東北地区担当

－１－

役員の異動・担当変更、人事異動、
ならびにグループ会社の統合について



       ４月１日付        ３月１日付       現   役   職    氏  名

取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ﾂﾁﾀﾞ  ｶｽﾞﾄ

・技術本部副本部長 同右 ・技術本部建築系設計施工推進 土田　和人

・建築系設計施工推進担当 　部長

・安全担当 ・安全担当

取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 ｱｵﾔｷﾞ ﾁﾖﾋﾛ

※大和ランテック株式会社 同右 ・技術本部住宅系設計施工推進 青柳　千代広

　代表取締役社長に就任 　部長(東日本担当)

上席執行役員 上席執行役員 ﾎﾘ  ﾌｸｼﾞﾛｳ

同右 ・営業本部集合住宅事業推進 ・営業本部集合住宅事業推進部長 堀　福次郎

　部長(東日本担当) 　(東日本担当)

・集合住宅事業担当

上席執行役員 上席執行役員 ｷｸﾞﾁ  ﾏｻﾋﾛ

・営業本部集合住宅事業推進 同右 ・本店集合住宅事業部長 木口　雅博

　部長(西日本担当) ・営業本部集合住宅事業推進部長

　(西日本担当)

上席執行役員 上席執行役員 ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｺﾄ

・経営管理本部総合宣伝部長 同右 ・経営管理本部総合宣伝部長 山本　誠

・営業推進担当

上席執行役員 執行役員 ｼﾓｴ  ｶｽﾞｵ

・技術本部住宅系施工推進部長 同右 ・技術本部住宅系施工推進部長 下江　一男

　(西日本担当) 　(西日本担当)

上席執行役員 執行役員 執行役員 ｵｶﾀﾞ  ｹｲｺﾞ

・仙台支店長 ・仙台支店長 ・営業本部住宅事業推進部長 岡田　恵吾

・営業本部住宅事業推進部長 ・営業本部住宅事業推進部長 　(関東担当)

　(東北・北海道担当) 　(東北・北海道担当)

上席執行役員 執行役員 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

・営業本部リフォーム事業推進 ・営業本部リフォーム事業推進 杉浦　純一

　部長 同右 　部長

・リフォーム事業担当 ・リフォーム事業担当

上席執行役員 執行役員 ﾌｼﾞﾀﾆ ｵｻﾑ

・営業本部流通店舗事業推進 同右 ・営業本部流通店舗事業推進 藤谷　修

　部長(西日本担当) 　部長(西日本担当)

上席執行役員 執行役員 ﾌｼﾞﾀ  ｶﾂﾕｷ

・営業本部流通店舗事業推進 同右 ・東京支社流通店舗事業部長 藤田　勝幸

　部長(東日本担当) ・営業本部流通店舗事業推進

　部長(東日本担当)

上席執行役員 執行役員 ｶﾐｶﾜ  ｺｳｲﾁ

・福岡支店長 同右 ・福岡支店長 上川　幸一

・営業本部住宅事業推進部長 ・営業本部住宅事業推進部長

　(九州担当) 　(九州担当)

－２－



       ４月１日付        ３月１日付       現   役   職    氏  名

執行役員 ・神戸支店長 ﾊﾏﾍﾞ  ﾄﾓﾅｶﾞ

・神戸支店長 同右 浜部　敬長

・営業本部住宅事業推進部長

　(近畿・中国・四国担当)

執行役員 ・営業本部ヒューマン・ケア ﾋﾛｾ  ﾓﾄﾉﾘ

・営業本部ヒューマン・ケア 同右 　事業推進部長 広瀬　元紀

　事業推進部長

執行役員 ・営業本部流通店舗事業推進部 ﾋﾛｾ  ｼﾝｲﾁ

・技術本部建築系施工推進部長 同右 　大型施工推進グループ長 廣瀬　眞一

　(西日本担当) 　

執行役員 ・営業本部集合住宅事業推進部 ﾀﾅﾍﾞ  ﾖｼｱｷ

・技術本部住宅系施工推進部長 同右 　担当部長 田辺　昭

　(東日本担当)

執行役員 ・海外事業部副事業部長 ・金沢支店長 ﾖｼｲ  ｹｲｲﾁ

・海外事業部副事業部長 芳井　敬一

顧問 上席執行役員 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾑﾈﾋﾛ

(上席執行役員を退任　3月31日付) 同右 ・営業本部営業推進部統括部長 辻本　宗弘

顧問 執行役員 ﾀﾉ    ｼｹﾞｱｷ

(執行役員を退任　3月31日付) 同右 ・東京都市開発部長 田野　茂章

顧問 執行役員 ﾖｺﾔﾏ  ｼｹﾞｷ

(執行役員を退任　3月31日付) 同右 ・大阪都市開発部長 横山　茂樹

・都市開発・土木事業担当

・森林住宅事業担当

 ２．人事異動（３月１日付）

　　　　　　　新    職    氏  名

岩手支店長 仙台流通店舗営業所長 ｻｸﾗｼﾀ ﾏｺﾄ

仙台支店支店次長 桜下　信

山形支店長 岩手支店長 ｷｻﾞｷ  ｼﾝｲﾁ

木崎　慎一

つくば支店長 柏支店長 ﾐﾔﾀｹ  ﾀｶｼ

宮武　孝之

埼玉支店長 つくば支店長 ｵｵﾄﾓ  ﾋﾛﾂｸﾞ

大友　浩嗣

千葉支店長 本店流通店舗事業部長 ﾃﾞｸﾗ  ｶｽﾞﾋﾄ

出倉　和人

柏支店長 城東支店長 ﾑﾗｲ  ｶﾂﾕｷ

村井　勝行

城東支店長 柏集合住宅営業所長 ｻｲﾄｳ  ﾀｶﾕｷ

斉藤　貴之

南多摩支店長 南多摩分譲住宅営業所長 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

萩原　毅

　－３－

　　　　　　　　現    職



　　　　　　　新    職    氏  名

横浜北支店長 横浜集合住宅営業所長 ﾔｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾋﾛ

矢島　和弘

山梨支店長 横浜北支店長 ｶﾄﾞﾀ  ﾀｶﾕｷ

門田　敬之

富山支店長 姫路住宅営業所長 ｳﾁﾔﾏ  ﾀｹﾋﾛ

内山　全浩

金沢支店長 富山支店長 ﾊｼﾓﾄ  ﾖｼﾉﾘ

橋本　好哲

静岡支店長 沼津集合住宅営業所長 ﾉﾑﾗ  ﾋﾃﾞﾕｷ

野村　秀之

浜松支店長 名古屋支社流通店舗事業部長 ﾅｶﾞｾ  ﾄｼﾔ

永瀬　俊哉

倉敷支店長 南多摩支店長 ｱﾀﾞﾁ  ﾋﾃﾞｱｷ

足立　秀明

広島東支店長 厚木住宅営業所長 ﾅｶﾑﾗ  ﾀｶｼ

中村　隆

山口支店長 広島東支店長 ﾓﾘﾀ  ｶｽﾞﾋｺ

森田　一彦

香川支店長 香川住宅営業所長 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾑ

坂東　希

佐賀支店長 福岡流通店舗営業所長 ﾓﾘｶﾜ  ｷｮｳｼﾞ

森川　恭治

鹿児島支店長 佐賀支店長 ﾌｸｼﾏ  ﾋﾄｼ

福島　斉

本店流通店舗事業部長 北摂流通店舗営業所長 ﾀﾂﾐ  ｶｲﾁ

辰巳　嘉一

名古屋支社流通店舗事業部長 鹿児島支店長 ｼﾓﾆｼ  ｹｲｽｹ

下西　佳典

ダイワラクダ工業株式会社顧問に就任 埼玉支店長 ﾐﾔｺｶﾞﾜ ﾀｶｵ

※３月の同社株主総会終了後、同社 都川　隆夫

　取締役に就任予定

大和リビング株式会社顧問に就任 浜松支店長 ｲﾉｳｴ  ｾｲｷ

※３月の同社株主総会終了後、同社 井上　清貴

　取締役に就任予定

ダイワロイヤル株式会社顧問に就任 千葉支店長 ﾊﾗﾀﾞ  ｹﾝ

※３月の同社株主総会終了後、同社 原田　健

　取締役に就任予定

 ３．グループ会社の統合（４月１日付）

大和ランテック東日本株式会社、大和ランテック西日本株式会社の２社は、統合した上で、

    大和ランテック株式会社に商号変更し、土地の地盤調査・地盤改良他の施工事業を継続。

以　　　上

　－４－

広報企画室 　　　　０６（６３４２）１３８１

東京広報グループ 　０３（５２１４）２１１２

お問い合わせ先

　　　　　　　　現    職


