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機構改革ならびに人事異動についてのお知らせ 

  

当社は、２０２１年４月１日付けの機構改革ならびに人事異動を決定いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

 

Ⅰ．機構改革 

 

Ⅱ．役員人事 

１． 取締役の異動 

２． 執行役員の異動 

 

Ⅲ．部門長人事 

 

参考資料１  １．取締役・監査役体制 

２．執行役員体制 

 

参考資料２     業務組織図 

 

  



Ⅰ．機構改革(２０２１年４月１日付)     (参考資料２  参照) 

 

１．組織の変更 

１）一般管理部門 

① 「内部監査部」への改編 

内部統制機能と業務監査体制の強化拡充のため、「内部監査室」を「内部監査部」に改

編する。 

 

② 「総務・人事部」の改編 

「総務・人事部」の所管領域や課題の拡大に対応し、より専門性と機動力強化を図るため、

「総務部」および「人事部」に機能を分化する。また、コミュニケーション活動の一体的な推進

のため、「経営企画部広報室」を「総務部」に移管する。 

 

③ 「Bloom 推進室」の所管変更 

生産性向上に向けたシステム全体像の構築と開発推進を一体的に行うため、「Bloom 推進

室」を経営企画部から DX 推進部に移管する。 

 

２）ソリューション営業本部 

キャリア関連領域・学校関連領域に関する営業活動・運営管理の一体的推進のため、担当役

員所管部門を含めた機能再編を行う。 

① 「キャリア支援事業部」への改編 

キャリア関連事業のリソース集中と一体的推進を図るため、「法人営業部」と「企画運営

部」を統合、「留学生支援室」を集約したうえで「キャリア支援事業部」とする。 

 

② 学校営業・寮管理担当役員の設置 

学校に対する組織的営業体制と学校人脈形成の強化を図るため、本部内に学校営業・寮

管理担当役員を設置する。 

 

③ 「業務推進室」の新設 

同本部運営の機能強化と総括管理を行うため、本部長所管組織として「業務推進室」を設

置する。 

 

３）募集・BM 支援体制 

担当役員所管組織として以下を設置する。 

 



① 「BM 機構改革推進部」の設置 

ビルマネジメント部門の運営水準高度化やコスト管理機能強化、収益力拡大を戦略的

に推進し、機能拡大に応じた将来的な組織体制再編を狙うため、「BM 支援室」を改編

し「BM 機構改革推進部」とする。 

 

② 「営業推進部」への改編 

学生レジデンスを始めとしたリーシング戸数拡大や営業体制の強化、店舗事務の効率化な

どを集約して対応するため、「営業支援室」「コールセンター」「オーナー相談室」および「DX

推進部 TIC」を統合し、「営業推進部」に改編する。 

 

 

  



Ⅱ．役員人事 

１． 取締役の異動(２０２１年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 継続職 氏名 

内部監査部担当 内部監査室担当 
代表取締役社長 

社長執行役員 
吉浦 勝博 

取締役 

ソリューション営業本部長 

ソリューション営業本

部、法人営業部、留学

生支援室担当 

専務執行役員 西田 博昭 

取締役  
常務執行役員 

営業開発本部長 
村田 清隆 

取締役 

BM 機構改革推進部、営

業推進部担当 

BM 支援課、営業支援

課、コールセンター担

当 

常務執行役員 

東日本本部、西日本本部担

当 

金谷 特茂 

取締役 

総務部、人事部担当 
総務・人事部担当 

常務執行役員 

経営企画部、経理部、DX

推進部)担当 

(シグマジャパン㈱代表取締

役社長) 

玉利 忠士 

取締役   植村 仁 

退任 取締役 (北和建設㈱代表取締役) 松尾 隆広 

 

 

２． 執行役員の異動(２０２１年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 継続職 氏名 

営業開発本部 

西日本営業開発部長 
ソリューション営業本部長 常務執行役員 清藤 敬 

常務執行役員 

ソリューション営業本部 東

日本学校法人営業部、西日

本学校法人営業部、寮管理

部担当 

執行役員 

営業開発本部 

西日本営業開発部長 

 木村 晃 

BM 機構改革推進部長  
執行役員 

東日本本部長 
安達 隆人 

 

  



Ⅲ．部門長人事(２０２１年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 氏名 

内部監査部長 総務・人事部長 竹越 宏 

総務部長  赤石沢 俊治 

人事部長  二井 勝 

ソリューション営業本部 

キャリア支援事業部長 

法人営業部長 

兼ソリューション営業本部 

企画運営部長 

叶 直樹 

営業推進部長  守井 浩一 

 

以上 

  



参考資料１     役員体制 

 

１． 取締役・監査役体制(２０２１年４月１日付) 

代表取締役社長 吉浦 勝博 

取締役(新任) 西田 博昭 

取締役(新任) 村田 清隆 

取締役(新任) 金谷 特茂 

取締役(新任) 玉利 忠士 

取締役 西川 弘典 

取締役(新任) 植村 仁 

取締役 木村 昌平 

常勤監査役 長町 基志 

監査役 持田 一夫 

 

２． 執行役員体制(２０２１年４月１日付) 

社長執行役員 吉浦 勝博 

専務執行役員 西田 博昭 

常務執行役員 村田 清隆 

常務執行役員 金谷 特茂 

常務執行役員 玉利 忠士 

常務執行役員 清藤 敬 

常務執行役員(昇任) 木村 晃 

執行役員 木下 昇 

執行役員 安達 隆人 



参考資料２     業務組織図                     ※下線部分は変更箇所 

 

以上 

福岡支社

【現組織(2021年3月31日)】 【新組織(2021年4月1日)】

4本部　13部　8支社 4本部　16部　8支社

内部監査室 内部監査部

総務・人事部 経営企画部

経営企画部 総務部

ＤＸ推進部 人事部

経理部 経理部

ＤＸ推進部

法人営業部

留学生支援室 ソリューション営業本部 業務推進室

ソリューション営業本部 企画運営部 キャリア支援事業部

東日本学校法人営業部 東日本学校法人営業部

西日本学校法人営業部 西日本学校法人営業部

寮管理部 寮管理部

営業開発本部 東日本営業開発部 営業開発本部 東日本営業開発部

ｷｬﾝﾊﾟｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ開発室 ｷｬﾝﾊﾟｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ開発室

西日本営業開発部 西日本営業開発部

ＢＭ機構改革推進部

営業支援室

営業推進部

ビルマネジメント支援室

東日本本部

コールセンター

学生レジデンス業務センター

ビルマネジメント部

東日本本部 学生レジデンス業務センター

ビルマネジメント部

東京第一支社

東京第二支社

東京第一支社

東京第二支社

東京第三支社

仙台支社

ビルマネジメント部

京都支社

東京第三支社

仙台支社 西日本本部 学生レジデンス業務センター

ビルマネジメント部

京都支社

大阪支社

名古屋支社

大阪支社

名古屋支社

福岡支社

西日本本部 学生レジデンス業務センター


