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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、２０２２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(２０２２年４月１日付) (参考資料２ 参照) 

 

１．組織の変更 

１） BM事業本部（新設） 

ビルマネジメント事業の運営水準高度化とコスト管理機能・収益力強化のため、「BM機 

構改革推進部」及び東日本本部・西日本本部の「ビルマネジメント部」を集約し、「BM事 

業本部」として再編する。 

 

① 「事業推進部」への改称  

BM 事業に関する全国のコスト管理や品質水準の統一化、収益拡大策の戦略的推進を 

担う本部統括組織として、「BM機構改革推進部」を改称し「事業推進部」とする。 

 

② 「東日本 BM 事業部」「西日本 BM 事業部」への改称  

東日本本部・西日本本部のビルマネジメント機能移管に伴い、それぞれの「ビルマネジメ 

ント部」を「東日本 BM 事業部」「西日本 BM 事業部」に改称する。  

 

２） PM事業東日本本部・PM事業西日本本部（改称）  

「東日本本部」「西日本本部」におけるビルマネジメント機能の移管に伴い、PM 事業へ 

の機能明確化のため、本部名称についてはそれぞれ「PM事業東日本本部」「PM事業 

西日本本部」に改称する。  

 

① 東京支社体制の再編 

首都圏都心エリアの店舗運営体制効率化と生産性向上の実現に向け、現行の都心 4  

店舗（池袋店、新宿店、渋谷店、お茶の水店）を集約し、「首都圏リーシングセンター」と

して集約再編する。これに併せ、現行の東京三支社体制から、同センターを所管する

「東京第一支社」と、都心郊外店（立川店、町田店、津田沼店）を所管する「東京第二支

社」に改編する。 

 

３） ソリューション営業本部  

 

① 「キャリア支援事業部」の二部体制化  

キャリア関連事業におけるエリア営業強化のため、「キャリア支援事業部」を東日本・西日 

本の二部体制に変更し、「東日本キャリア支援事業部」「西日本キャリア支援事業部」とす 

る。 

 



Ⅱ．役員人事  

１． 取締役の異動(２０２２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 

PM事業東日本本部長  

兼 ＰＭ事業西日本本部、   

営業推進部管掌 

東日本本部、西日本本部管掌        

兼 ＢＭ機構改革推進部、 

営業推進部担当 

取締役                 

常務執行役員 
金谷 特茂 

取締役   星野 浩明 

退任 

取締役  

常務執行役員    

営業開発本部長        

  村田 清隆 

 

 

２． 執行役員の異動(２０２２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 

営業開発本部長 
営業開発本部        

西日本営業開発部長 
常務執行役員 清藤  敬 

ＰＭ事業西日本本部長 

兼 営業推進部担当 
西日本本部長 執行役員 木下  昇 

ＢＭ事業本部長  

兼 事業推進部長 

東日本本部長 

兼 ＢＭ機構改革推進部長 
執行役員 安達 隆人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅲ．部門長人事 (２０２２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   長沢 浩之 

ソリューション営業本部  

東日本キャリア支援事業部長 

ソリューション営業本部 

キャリア支援事業部長 
叶   直樹 

ソリューション営業本部                

西日本キャリア支援事業部長 
  伊井 秀夫 

ソリューション営業本部                

東日本学校法人営業部長 
  山下 貴子 

営業開発本部 東日本営業開発部長   大嶽  毅 

営業開発本部 西日本営業開発部長   佐和 朋彰 

営業推進部長 東日本本部 東京第三支社長 佐藤 稔人 

PM事業東日本本部 東京第一支社長 東日本本部 東京第一支社長 荒川   敏 

PM事業東日本本部 東京第二支社長 東日本本部 東京第二支社長 本間 達也 

PM事業東日本本部 仙台支社長 東日本本部 仙台支社長 亀田 伸之 

PM事業西日本本部 京都支社長 西日本本部 京都支社長 蛭田   剛 

PM事業西日本本部 大阪支社長 西日本本部 大阪支社長 福田 武史 

PM事業西日本本部 名古屋支社長   竹内千恵子 

PM事業西日本本部 福岡支社長 西日本本部 福岡支社長 川島 圭太 

BM事業本部 東日本 BM事業部長 西日本本部 名古屋支社長 大野 篤志 

BM事業本部 西日本 BM事業部長 西日本本部 ビルマネジメント部長 下田 高広 

 

 

 



参考資料１   役員体制 

 

１． 取締役・監査役体制(２０２２年４月１日付) 

代表取締役社長 吉浦 勝博 

取締役  西田 博昭 

取締役 金谷 特茂 

取締役 玉利 忠士 

取締役 西川 弘典 

取締役 植村  仁 

取締役 (新任） 星野 浩明 

常勤監査役 長町 基志 

監査役 持田 一夫 

 

２． 執行役員体制(２０２２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 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 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 

名古屋支社 東日本ＢＭ事業部

福岡支社 西日本ＢＭ事業部

西日本本部 ビルマネジメント部

福岡支社

京都支社

大阪支社 ＢＭ事業本部 事業推進部

東京第三支社 PM事業西日本本部 京都支社

仙台支社 大阪支社

名古屋支社

PM事業東日本本部 東京第一支社

東日本本部 ビルマネジメント部

東京第二支社

東京第一支社

仙台支社

東京第二支社

西日本営業開発部 営業開発本部 東日本営業開発部

西日本営業開発部

ＢＭ機構改革推進部

営業推進部 営業推進部

西日本学校法人営業部 東日本学校法人営業部

寮管理部 西日本学校法人営業部

寮管理部

営業開発本部 東日本営業開発部

ソリューション営業本部 キャリア支援事業部 ソリューション営業本部 東日本キャリア支援事業部

東日本学校法人営業部 西日本キャリア支援事業部

人事部 人事部

経理部 経理部

ＤＸ推進部 ＤＸ推進部

内部監査部 内部監査部

経営企画部 経営企画部

総務部 総務部

【組織(2021年4月1日)】 【組織(2022年4月1日)】

4本部　16部　8支社 5本部　17部　7支社


