
　  平成１８年３月１３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）

　役員の異動、担当変更、人事異動並びに機構改革について

　このたび当社では、下記の通り役員の異動、担当変更、人事異動並びに機構改革について決定しましたので、お
知らせいたします。

記

１．役員の異動、担当変更
  　    現   役   職    　　    ４月１日付     株主総会後（６月下旬）   氏  名
専務取締役 専務取締役 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ

・マンション事業担当 ・本店長 同左 石橋 卓也

常務取締役 専務取締役 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｼ

・技術本部長 ・技術本部長 同左 西村 達志

・情報システム担当

常務取締役 常務取締役 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｼ

・生産購買本部長 ・生産購買本部長 同左 東 博司

・海外事業副担当

常勤監査役 常勤監査役を退任 ﾀｹﾀﾞ ｴｲｲﾁ

同左 常務取締役 武田 英一

・管理本部副本部長(経理・財務・

　連結経営管理部門担当）

執行役員 上席執行役員 取締役 ｶﾜｲ ｶﾂﾄﾓ

・総務・法務部門担当 ・経営戦略・人事戦略担当 ・経営戦略・人事戦略担当 河合 克友

・管理本部人事部長 ・人事部長 ・人事部長

執行役員 上席執行役員 取締役 ﾌｸｼﾏ ｵｻｵ

・流通店舗事業担当 ・流通店舗事業担当 ・流通店舗事業担当 福島 長男

・東日本流通店舗事業推進部長 ・東日本流通店舗事業推進部長 ・東日本流通店舗事業推進部長

・管理本部財務部長 ・監査役室部長 常勤監査役 ｱﾗｾ ｷﾖｼ

　(４月１６日付） 荒瀬 清

常務取締役 常務取締役 取締役を退任 ﾆｼｶﾜ ｵｻﾐ

・本店長 ・新規事業担当 西川 修己

・大阪駅北ヤードプロジェクト ・大阪駅北ヤードプロジェクト

　委員長 　委員長

常務取締役 常務取締役 取締役を退任 ﾀｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

・経営企画本部長 ※大和工商リース株式会社顧問 ※大和工商リース株式会社　株主 村 義明

・情報システム担当 　総会終了後、同社代表取締役会

　長に就任予定

取締役 取締役 取締役を退任 ﾑﾗｶｸ ﾀﾀﾞｼ

・マンション事業技術担当 ・技術本部技術顧問(マンション担当) ・技術本部技術顧問 村角 忠

・マンション技術部長 　
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  　    現   役   職    　　    ４月１日付     株主総会後（６月下旬）   氏  名
取締役 取締役 取締役を退任 ﾊﾏﾀﾞ ﾂｷﾞｵ

・連結経営管理部門担当 ・連結経営管理部門担当 ※大和工商リース株式会社　株主 田 次男

・管理本部経理部長 ・管理本部経理部長 　総会終了後、同社常務取締役に

※大和工商リース株式会社顧問 　就任予定

執行役員 上席執行役員 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

・技術本部建築系設計推進部長 ・技術本部建築系設計推進部長 同左 寺田 良造

執行役員 上席執行役員 ﾆｼﾊﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ

・増改築事業推進担当 ・増改築事業推進担当 同左 西場 伸吉

・増改築事業推進部長 ・増改築事業推進部長

執行役員 上席執行役員 ｲｽﾞｵｶ ﾏｻﾙ

・生産購買本部生産部長 ・生産購買本部生産部長 同左 泉岡 優

執行役員 上席執行役員 ｵｶﾞﾀ ｲｻﾑ

・流通店舗事業副担当 ・流通店舗事業副担当 同左 緒方 勇

・西日本流通店舗事業推進部長 ・西日本流通店舗事業推進部長

執行役員 上席執行役員 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾑﾈﾋﾛ

・建築事業担当 ・建築事業担当 同左 辻本 宗弘

・東京支社建築事業部長 ・建築事業推進部長

執行役員 上席執行役員 ﾎﾘ ﾌｸｼﾞﾛｳ

・集合住宅事業副担当 ・集合住宅事業副担当(東日本担当) 同左 堀 福次郎

・東京支社集合住宅事業部長 ・東京支社集合住宅事業部長

執行役員 上席執行役員 ﾇﾏﾀ ｼｹﾞﾙ

・福岡支店長 ・福岡支店長 同左 沼田 茂

執行役員 上席執行役員 ｺｳｿｶﾍﾞ ﾀｹｼ

・管理本部不動産事業開発室担当　・管理本部不動産事業開発室担当　 同左 香曽我部 武

・東京支社経理部長 ・東京支社経理部長

執行役員 執行役員 ﾅｶﾑﾗ ｲｽﾞﾐ

・営業本部住宅事業推進部長 ・営業本部住宅事業推進部長(北信越担当) 同左 中村 泉

　(中部担当) ・金沢支店長

・名古屋支社住宅事業部長

・愛知北支店長 執行役員 ｵｵｸﾁ ﾏｻﾛｳ

・営業本部住宅事業推進部長(中部担当) 同左 大口 昌郎

・本店流通店舗事業部長 執行役員 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾙ

・広島支店長 同左 土谷 勝

・東京都市開発部部長 執行役員 ﾀﾉ ｼｹﾞｱｷ

・東京都市開発部部長 同左 田野 茂章

・本店集合住宅事業部長 執行役員 ｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

・集合住宅事業副担当(西日本担当) 同左 木口 雅博

・本店集合住宅事業部長

・営業本部マンション事業推進 執行役員 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾖｼﾅﾘ

　部長 ・マンション事業担当 同左 柴山 良成

・営業本部マンション事業推進部長

・技術本部設計施工推進部部長 執行役員 ｼﾓｴ ｶｽﾞｵ

・技術本部住宅系施工推進部長 同左 下江 一男
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  　    現   役   職    　　    ４月１日付     株主総会後（６月下旬）   氏  名
・技術本部設計施工推進部東京 執行役員 ﾀｹｶﾞﾜ ｹｲﾖｳ

　プロジェクトグループ長 ・技術本部建築系設計施工推進部 同左 武川 恵洋

　東京プロジェクトグループ長

・営業本部マンション事業推進 執行役員 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

　部技術部長 ・技術本部マンション技術部長 同左 藤本 慎次

・技術本部設計施工推進部次長 執行役員 ｻｻｷ ﾐｷｵ

・技術本部建築系施工推進部長 同左 佐々木 幹雄

・奈良支店長 執行役員 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ

・営業本部住宅事業推進部長(関東担当) 同左 岡田 恵吾

執行役員 執行役員を退任 ※ダイワラクダ工業株式会社　株 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾘﾋﾃﾞ

・広島支店長 ※ダイワラクダ工業株式会社へ出向 　主総会終了後、同社取締役に就 松浦 守秀

　任予定

執行役員 執行役員を退任 ※大和物流株式会社　株主総会終 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

・技術本部安全管理部長 ※大和物流株式会社へ出向 　了後、同社取締役に就任予定 大東 賢二

　

２．人事異動(４月１日付）
新　　職 旧　　職 氏　名

・岩手支店長 ・いわき支店長 ｷｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ
木崎 慎一

・秋田支店長 ・岩手支店長 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ
柴田 正樹

・いわき支店長 ・福島集合住宅営業所長 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ
石橋 一裕

・川越支店長 ・川越流通店舗営業所長 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
吉川 博宣

・中部木造支店長 ・住宅事業推進部部長 ｷﾄｳ ﾏｻｼ
木藤 正志

・静岡支店長 ・名古屋支社住宅事業部営業部次長 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ
宮下 一也

・愛知北支店長 ・愛知北集合住宅営業所長 ｶﾘﾔ ﾀﾀﾞｼ
苅谷 忠

・四日市支店長 ・大阪北支店長 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ
田中 利樹

・大阪北支店長 ・神戸住宅営業所長 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ
田中 毅

・北摂支店長 ・香川支店長 ﾀｷｶﾜ ｶｽﾞﾀﾐ
瀧川 和民

・神戸支店長 ・姫路支店長 ﾌｼﾞﾀﾆ ｵｻﾑ
藤谷 修

・阪神支店長 ・阪神集合住宅営業所長 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
多田 和弘

・姫路支店長 ・神戸建築営業所長 ﾖｼｲ ｹｲｲﾁ
芳井 敬一

・奈良支店長 ・四日市支店長 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ
吉岡 伸忠

・岡山支店長 ・北摂支店長 ﾊﾏﾍﾞ ﾄﾓﾅｶﾞ
浜部 敬長

・広島東支店長 ・京都集合住宅営業所長 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ
森田 一彦

・徳島支店長 ・広島建築営業所長 ﾖｼﾀﾞ ｴﾂｼﾞ
吉田 悦治

・香川支店長 ・広島東支店長 ﾓﾘ ｷﾐﾖｼ
森 公義
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新　　職 旧　　職 氏　名
・佐賀支店長 ・鳥取住宅営業所長 ﾌｸｼﾏ ﾋﾄｼ

福島 斉
・東京支社建築事業部長 ・東京支社建築事業部営業第一部長 ｳﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ

浦川 竜哉
・名古屋支社住宅事業部長 ・名古屋支社住宅事業部副事業部長 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ

和田 哲郎
・本店住宅事業部長 ・佐賀支店長 ﾅｶｼﾏ ｹｲｼﾞ

中島 啓二
・本店流通店舗事業部長 ・静岡支店長 ﾃﾞｸﾗ ｶｽﾞﾋﾄ

出倉 和人
・営業本部統括管理部長 ・金沢支店長 ｷﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ

木谷 昭次
・内部監査室長 ・管理本部経理部担当部長 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ

小川 雅基
※大和リビング株式会社に出向　株主総会 ・営業本部集合住宅事業推進部長 ｶﾅｸﾎﾞ ｱﾂｼ
　終了後、同社代表取締役社長に就任予定 金久保 篤司

※大和リビング株式会社に出向　株主総会 ・営業本部統括管理部長 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ
　終了後、同社取締役に就任予定 松岡 匠

※株式会社伸和エージェンシーに出向 ・岡山支店長 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻｶﾂ
　株主総会終了後、同社常務取締役に 浜本 正克
　就任予定

※株式会社ダイワハウス中四国に出向 ・徳島支店長 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾄｵﾙ
　株主総会終了後、同社取締役に就任 堂本 明
　予定

３．機構改革(４月１日付）

(1)新設

①内部監査室

　　経営監査、事業所監査機能を強化するため、専門部署を設置するもの

(2)独立

①管理本部から人事部を独立

(3)拠点の閉鎖
①東京中央支店を閉鎖

以　　上

お問い合わせ先
本社広報企画室　 ０６（６３４２）１３８１
東京総務部(広報) ０３（５２１４）２１１２
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	最終

