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平成 26 年 3 月 27 日 
各 位 

    会 社 名 ミ サ ワ ホ ー ム 株 式 会 社  
代表者名    代表取締役 竹 中 宣 雄 
 （コード番号 1722 東証・名証第一部） 
問合せ先 経営企画部長 苅 米 信 俊 

（TEL：03-3349-8088） 

 

 

役員の異動及び機構改革に関するお知らせ 
 

当社は、平成 26 年 3 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動及び機構改

革について決議しましたのでお知らせいたします。 
尚、取締役の異動については、平成 26 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において、執行役

員の異動については、退任及び職掌変更を除き、同株主総会後の取締役会において正式に決定す

る予定であります。 
 

記 

 

１． 取締役の異動（平成 26 年 6 月下旬予定） 

 

（１）新任取締役候補者 

 

磯貝 匡志※ （現） トヨタホーム㈱ 専務取締役 

      （新） 代表取締役 副社長執行役員 経営全般補佐 兼 企画管理全般 

 

作尾 徹也 （現） 常務執行役員 住まいるりんぐ事業本部長  

兼 営業推進本部副本部長 

      （新） 取締役 常務執行役員 商品開発本部長 

 

（２）退任予定取締役 

 

若月 惠治 （現） 取締役 常務執行役員 生産・建設本部長 兼 CS 推進担当 
             （6 月下旬にミサワホーム中国㈱ 代表取締役 社長執行役員に就任予定） 

 

井上 正宏 （現） 取締役 

 

２．執行役員の異動 

 

（１）新任執行役員候補者（平成 26 年 6 月下旬予定） 

 

磯貝 匡志※ （現） トヨタホーム㈱ 専務取締役 

      （新） 代表取締役 副社長執行役員 経営全般補佐 兼 企画管理全般 

 

中村  孝 （現） 企画管理本部 経営企画部 理事 

         （新） 執行役員 企画管理本部副本部長（広報･IR、CSR･環境推進担当） 

 

柳谷 三郎 （現） テクノエフアンドシー㈱  

         （新） 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産統括部長 
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白浜 一志 （現） 商品開発本部 商品開発部長 

         （新） 執行役員 商品開発本部副本部長 兼 商品開発部長 

 

（２）昇任執行役員候補者（平成 26 年 6 月下旬予定） 

 

道官 陽一郎（現） 執行役員 企画管理本部副本部長 

（経営企画、総務人事、財務経理担当） 兼 総務人事部長 

         （新） 常務執行役員 企画管理本部副本部長 

（経営企画、総務人事、財務経理担当） 兼 総務人事部長 

 

内田 和明 （現） 執行役員 商品開発本部副本部長 兼 設計推進部長 兼 生産・建設 

本部副本部長（生産情報、建設推進担当） 

         （新） 常務執行役員 設計・建設本部長 

 

（３）退任予定執行役員（平成 26 年 4 月 1 日付） 

 

東海 健生※ （現） 代表取締役 専務執行役員 企画管理全般 兼 営業推進全般 兼 資産 

活用・開発全般 兼 住まいるりんぐ事業全般 

 

若月 惠治 （現） 取締役 常務執行役員 生産・建設本部長 兼 CS 推進担当 

 

（４）執行役員の職掌変更（平成 26 年 4 月 1 日付） 

 

竹中 宣雄 （現） 代表取締役 社長執行役員 経営全般 

（新） 代表取締役 社長執行役員 経営全般 兼 CS 品質全般 兼 企画管理 

    全般 兼 住宅事業全般 兼 ストック事業全般 

 

平田 俊次 （現） 代表取締役 専務執行役員 商品開発全般 兼 商品開発本部長  

兼 CS、生産・建設全般 

         （新） 代表取締役 専務執行役員 商品開発全般 兼 設計･建設全般  

兼 生産全般 兼 生産本部長 

 

横田 純夫 （現） 取締役 常務執行役員 営業推進本部長 兼 資産活用・開発本部長 

（新） 取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 兼 ストック事業本部長 

 

作尾 徹也 （現） 常務執行役員 住まいるりんぐ事業本部長  

兼 営業推進本部副本部長 

（新） 常務執行役員 商品開発本部長 

 

阪口 博司 （現） 常務執行役員 企画管理本部副本部長（情報システム、業務改革推 

進、コンプライアンス担当） 

（新） 常務執行役員 CS 品質本部長 兼 企画管理本部副本部長（業務改 

革推進担当） 

 

下ノ村 秀樹（現） （ミサワホーム東京㈱社長）常務執行役員 営業推進本部副本部長 

（新） （ミサワホーム東京㈱社長）常務執行役員 住宅事業本部副本部長 

 

内田 和明 （現） 執行役員 商品開発本部副本部長 兼 設計推進部長 

兼 生産・建設本部副本部長（生産情報、建設推進担当） 

（新） 執行役員 設計･建設本部長 
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森田 哲之 （現） 執行役員 住まいるりんぐ事業本部副本部長  

兼 ストック事業企画部長 

（新） 執行役員 ストック事業本部副本部長 

 

原 秀彦  （現） 執行役員 営業推進本部副本部長 兼 営業統括部長 

         （新） 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 事業統括部長 

 

植村 健吾 （現） 執行役員 資産活用・開発本部副本部長 兼 分譲推進部長 

兼 営業推進本部 MRD・法人推進担当 

（新） 執行役員 ストック事業本部副本部長 

 

秋本 一善 （現） 執行役員 生産・建設本部副本部長 兼 資材物流部長 

（新） 執行役員 CS 品質本部副本部長 兼 CS 企画部長 

  

島田 直人 （現） 執行役員 営業推進本部副本部長 兼 MJ WOOD 推進部長 
（新） 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 MJ WOOD 推進部長 

 

   ※東海健生、磯貝匡志の異動については平成 26 年 3 月 17 日付既報のとおりです。 

 

 

３．機構改革（平成 26 年 4 月 1 日付） 

 

【CS 品質本部の新設】 

・CS 推進部を CS 企画部に改称し、お客様センターを部として独立させる 

・生産・建設本部内の品質企画部を移管する 

 

【営業推進本部の改称】 

・営業推進本部を住宅事業本部に改称する 

・営業統括部を事業統括部に改称する 

 

【資産活用・開発本部の改組】 

・資産活用・開発本部と住まいるりんぐ事業本部を統合し、ストック事業本部に改称する 

・分譲・特建事業部と分譲推進部を統合し、分譲開発部に改称する 

・営業推進本部内の MRD・法人推進部を移管し、法人・不動産開発部に改称する 

 

【住まいるりんぐ事業本部の改組】 

・ストック事業企画部の機能を法人・不動産開発部、資産活用推進部、ホームイング推進部の

３つの部に移管し、廃止する 

 

【商品開発本部の改組】 

・TM 住空間マテリアル戦略室を TM 住空間戦略室に改称する 

 

【設計・建設本部の新設】 

・商品開発本部内の設計推進部を移管する 

・生産・建設本部内の建設推進部を移管する 

 

【生産・建設本部の改称】 

・生産・建設本部を生産本部に改称する 

・資材物流部を資材開発部に改称する 

 

以 上 
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＜参考＞ 

取締役9名、執行役員15名、監査役4名

取締役 執行役員

立花　貞司 取締役会長 （社外取締役）

竹中　宣雄 代表取締役 社長執行役員
経営全般 兼 ＣＳ品質全般 兼 企画管理全般 兼 住宅事業全般
兼 ストック事業全般

平田　俊次 代表取締役 専務執行役員 商品開発全般 兼 設計･建設全般 兼 生産全般 兼 生産本部長

田中　博臣 取締役 常務執行役員 企画管理本部長

横田　純夫 取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 兼 ストック事業本部長

東海　健生 取締役

若月　惠治 取締役 （ミサワホーム中国顧問）

井上　正宏 取締役 （社外取締役）

後藤　裕司 取締役 （社外取締役）

作尾　徹也 常務執行役員 商品開発本部長

阪口　博司 常務執行役員 ＣＳ品質本部長 兼 企画管理本部副本部長（業務改革推進担当）

下ノ村　秀樹 常務執行役員 （ミサワホーム東京社長）住宅事業本部副本部長

道官　陽一郎 執行役員
企画管理本部副本部長（経営企画、総務人事、財務経理担当）
兼 総務人事部長

内田　和明 執行役員 設計･建設本部長

森田　哲之 執行役員 ストック事業本部副本部長

庄司　健吾 執行役員 監査部長

原　秀彦 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 事業統括部長

植村　健吾 執行役員 ストック事業本部副本部長

秋本　一善 執行役員 ＣＳ品質本部副本部長 兼 ＣＳ企画部長

島田　直人 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 ＭＪ ＷＯＯＤ推進部長

瓜田　誠治 常勤監査役 （社外監査役）

香川　隆裕 常勤監査役 （社外監査役）

成瀬　泰彦 監査役 （社外監査役）

亀田　修造 監査役 （社外監査役）

平成26年4月1日時点

氏名
役位・役職

担当

（下線部分が変更箇所）
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取締役9名、執行役員19名、監査役4名

取締役 執行役員

立花　貞司 取締役会長 （社外取締役）

竹中　宣雄 代表取締役 社長執行役員 経営全般 兼 ＣＳ品質全般 兼 住宅事業全般 兼 ストック事業全般

磯貝　匡志 代表取締役 副社長執行役員 経営全般補佐 兼 企画管理全般

平田　俊次 代表取締役 専務執行役員 商品開発全般 兼 設計･建設全般 兼 生産全般 兼 生産本部長

田中　博臣 取締役 常務執行役員 企画管理本部長

横田　純夫 取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 兼 ストック事業本部長

作尾　徹也 取締役 常務執行役員 商品開発本部長

東海　健生 取締役

後藤　裕司 取締役 （社外取締役）

阪口　博司 常務執行役員 ＣＳ品質本部長 兼 企画管理本部副本部長（業務改革推進担当）

道官　陽一郎 常務執行役員
企画管理本部副本部長（経営企画、総務人事、財務経理担当）
兼 総務人事部長

内田　和明 常務執行役員 設計･建設本部長

下ノ村　秀樹 常務執行役員 （ミサワホーム東京社長）住宅事業本部副本部長

森田　哲之 執行役員 ストック事業本部副本部長

庄司　健吾 執行役員 監査部長

原　秀彦 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 事業統括部長

植村　健吾 執行役員 ストック事業本部副本部長

秋本　一善 執行役員 ＣＳ品質本部副本部長 兼 ＣＳ企画部長

島田　直人 執行役員 住宅事業本部副本部長 兼 ＭＪ ＷＯＯＤ推進部長

中村　孝 執行役員 企画管理本部副本部長（広報・ＩＲ、ＣＳＲ・環境推進担当）

柳谷　三郎 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産統括部長

白浜　一志 執行役員 商品開発本部副本部長 兼 商品開発部長

瓜田　誠治 常勤監査役 （社外監査役）

香川　隆裕 常勤監査役 （社外監査役）

成瀬　泰彦 監査役 （社外監査役）

亀田　修造 監査役 （社外監査役）

平成26年6月下旬予定

氏名
役位・役職

担当

（下線部分が変更箇所）

 


