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２０１２年３月２８日

各 位

会 社 名 東急不動産株式会社
コード番号 ８８１５ 東証第一部
代 表 者 名 代表取締役社長 金指 潔

機構改革ならびに人事異動についてのお知らせ

東急不動産㈱では、２０１２年４月１日付けで機構改革ならびに人事異動を行うこと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. 執行役員体制（２０１２年４月１日）

２. グループ執行役員体制（２０１２年４月１日）

３. 取締役兼執行役員の異動

４. 執行役員の異動

III. 部門長人事

参考資料１ 業務組織図
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Ⅰ．機構改革（２０１２年４月１日付） （参考資料１ 参照）

１. 経営企画統括部の改組

中期経営計画に基づくグループ経営のより一層の推進・強化のために整理・改編を行う。

１）「経営戦略部」の新設

「グループ経営推進部」を廃止し、グループ全体の中長期的な戦略立案および課題推進を行う「経営

戦略部」を新設のうえ、再編する。

２. 「住宅事業本部」の改組

機能集約により、顧客サービスの向上に伴うブランド力の向上および業務水準の向上を図るべく「住宅

事業本部」の改編を行う。

１）「ＢＲＡＮＺ企画部」に機能再編のうえ、改称

商品の高水準化・統一性並びに更なるブランド力向上を図るために機能再編のうえ、「販売企画部」を

「ＢＲＡＮＺ企画部」に改称する。

２）「お客さま部」への改称

「お客さまを中心に据えた事業活動」という姿勢・意思をより明確にするため、顧客対応窓口業務である

「カスタマー部」を「お客さま部」に改称する。

３）「マンション開発第一部」「マンション開発第二部」に機能再編のうえ、改称

「マンション事業第一部および第二部」を用地取得専門機能に再編し、「マンション開発第一部および

第二部」に改称する。

３. 「関西支店」の改組

ＣＳ推進機能とアフターサービス機能等の集約によりお客さま目線での運営推進強化を図る。

１）「お客さま部」の新設

「商品管理部」が担っていたアフターサービス機能等とＣＳ推進機能を新設の「お客さま部」に集

約する。これにより「商品管理部」は廃止とする。

以上
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Ⅱ．役員人事

１．執行役員体制（２０１２年４月１日付）

社長執行役員 金指 潔

副社長執行役員 岡本 潮 内部監査部担当

経営企画統括部、財務統括部、総務統括部管掌

専務執行役員 小倉 敏 ビル事業本部、商業施設事業本部管掌

専務執行役員（昇格） 有馬 修 リゾート事業本部担当、シニアライフ事業本部管掌

常務執行役員 大瀧 岩男 住宅事業本部担当、関西支店管掌

常務執行役員 三枝 利行 事業創造本部担当

常務執行役員 植村 仁 投資マネジメント事業本部担当

執行役員 大隈 郁仁 経営企画統括部担当

執行役員 三浦 宏 シニアライフ事業本部担当

執行役員 古沢 繁之 関西支店担当

執行役員 岡田 正志 ビル事業本部担当

執行役員 西川 弘典 総務統括部担当

執行役員 木村 昌平 財務統括部担当

執行役員 三輪 真也 商業施設事業本部担当

２．グループ執行役員体制（２０１２年４月１日付）

グループ上席執行役員 鎌野 哲朗 東急リロケーション㈱代表取締役社長 社長執行役員

グループ上席執行役員 鈴木 春仁 ㈱東急ホームズ代表取締役社長 社長執行役員

グループ上席執行役員 榊 真二 ㈱東急ハンズ代表取締役社長 社長執行役員

グループ上席執行役員 小野寺 泰 ㈱東急スポーツオアシス代表取締役社長 社長執行役員

グループ執行役員 浅倉 泰 ㈱イーウェル代表取締役社長

グループ執行役員 細田 正典 東急リロケーション㈱取締役 専務執行役員

グループ執行役員 坂根 春樹 ＴＬＣタウンシップ㈱代表取締役社長 社長執行役員

グループ執行役員 前原 仁司 東急不動産キャピタル・マネジメント㈱代表取締役社長

社長執行役員

グループ執行役員 持田 一夫 ㈱東急ハンズ取締役 常務執行役員

グループ執行役員 猿井 良昌 ㈱石勝エクステリア代表取締役社長
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３．取締役兼執行役員の異動（２０１２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

専務執行役員

シニアライフ事業本部管掌
常務執行役員

取締役

リゾート事業本部担当
有馬 修

４．執行役員の異動（２０１２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

ビル事業本部長
商業施設事業本部長

商業施設運営部統括部長
執行役員 岡田 正志

商業施設事業本部長 ビル事業本部長 執行役員 三輪 真也

Ⅲ．部門長人事（２０１２年４月１日付：執行役員委嘱分を除く）

新職または兼務職
旧職または

解かれる職
氏 名

経営企画統括部経営戦略部長 経営企画統括部経営企画部長 西村 和浩

経営企画統括部経営計画部長 田中 辰明

経営企画統括部広報・ＣＳＲ推進部長 住宅事業本部住宅販売部統括部長 熊沢 基好

住宅事業本部住宅販売部統括部長 住宅事業本部マンション事業第一部統括部長 瀧田 裕之

住宅事業本部ＢＲＡＮＺ企画部統括部長 亀島 成幸

住宅事業本部お客さま部統括部長 住宅事業本部マンション事業第二部統括部長 西尾 智州

住宅事業本部マンション開発第一部統括部長 住宅事業本部カスタマー部統括部長 藤江 亨

住宅事業本部マンション開発第二部統括部長 玉利 忠士

ビル事業本部ビル事業部統括部長 商業施設事業本部商業施設開発部統括部長 青木 太郎

商業施設事業本部商業施設運営部統括部長 木内 伸好

商業施設事業本部商業施設開発部統括部長 ビル事業本部ビル事業部統括部長 河合 通恵

リゾート事業本部ハーヴェスト事業部統括部長 清水 竜太

関西支店お客さま部統括部長 関西支店住宅事業第一部統括部長 長沢 浩之

関西支店住宅事業第一部統括部長 関西支店商品管理部統括部長 岡田 淳一

以 上



東急不動産株式会社 業務組織図（２０１２年４月１日付）

＜組織数＞本部相当:１１ (７本部、１支店、３統括部)

部相当:４０ (３９部、１支店)

監査役室

内部監査部

経営企画統括部 経営戦略部

経営計画部

広報・ＣＳＲ推進部

財務統括部 財務部

経理部

ＩＴ推進部

総務統括部 総務部

人事部

事業創造本部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略部

CRE推進部

海外事業部

投資ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業本部 投資運用事業推進部

投資企画部

住宅事業本部 住宅販売部

ＢＲＡＮＺ企画部

商品計画部

お客さま部

戸建事業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業部

ﾏﾝｼｮﾝ開発第一部

ﾏﾝｼｮﾝ開発第二部

札幌支店

ビル事業本部 ﾋﾞﾙ営業部

ﾋﾞﾙ運営事業部

ﾋﾞﾙ事業部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発部

都市開発部

商業施設事業本部 商業施設運営部

商業施設開発部

関西事業部

ﾘｿﾞｰﾄ事業本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部

ﾘｿﾞｰﾄ企画部

ﾊｰｳﾞｪｽﾄ事業部

ｼﾆｱﾗｲﾌ事業本部 ｼﾆｱ営業部

ｼﾆｱ事業部

関西支店 住宅販売部

お客さま部

住宅事業第一部

住宅事業第二部
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