
 
平成 27 年 3 月 10 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 大野直竹 

（コード番号：1925 東証第 1 部） 
 

人事異動・機構改革に関するお知らせ 

 

  このたび当社では、下記のとおり人事異動・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．代表取締役の担当変更（4 月 1 日付） 

新  職 現  職 氏  名 

代表取締役副社長 

・経営管理本部管掌 

代表取締役副社長（CFO） 

・経営管理本部長 

 

ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 
小川 哲司 

代表取締役専務執行役員 

・経営管理本部長 

・経営管理本部戦略部門担当 

・CSR 副担当 

代表取締役専務執行役員 

・経営管理本部戦略部門担当 

・CSR 副担当 

ｶﾜｲ ｶﾂﾄﾓ 
河合 克友 

 

2．役員の異動・担当変更（4 月 1 日付） 

新  職 現  職 氏  名 

取締役専務執行役員（CFO） 

・経営管理本部管理部門担当 

 

取締役常務執行役員 

・経営管理本部管理部門担当 

 

ｺｳｿｶﾍﾞ ﾀｹｼ 
香曽我部 武 

取締役常務執行役員 

・環境エネルギー事業担当 
※大和エネルギー株式会社 
非常勤取締役に就任予定（4 月 1 日） 
※エネサーブ株式会社 
非常勤取締役に就任予定（4 月 1 日） 

取締役常務執行役員 

・総合技術研究所長 

・環境エネルギー事業担当 

ﾊﾏ ﾀｶｼ 
濱  

常務執行役員 
・技術本部副本部長 

・安全副担当 
・住宅系技術統括部長 

常務執行役員 
・住宅系事業施工推進統括部長 
・技術本部・施工担当 

ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 
田辺 昭 

常務執行役員 
・名古屋支社長 
・営業本部副本部長 
・中部･北信越ブロック長 
・住宅事業推進部長（中日本担当） 

上席執行役員 
・名古屋支社長 
・営業本部副本部長 
・中部･北信越ブロック長 
・住宅事業推進部長（中日本担当） 

ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾂｸﾞ 

大友 浩嗣 

 

-1- 



新  職 現  職 氏  名 

常務執行役員 
・横浜支社長 
・住宅事業推進部長（神奈川地区担当） 

上席執行役員 
・横浜支社長 
・住宅事業推進部長（神奈川地区担当） 

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 

山﨑 考平 

常務執行役員 
・本店長 
・営業本部副本部長 
・関西ブロック長 
・住宅事業推進部長（関西地区担当） 
・流通店舗事業推進部長（近畿地区担当） 

上席執行役員 
・本店長 
・営業本部副本部長 
・関西ブロック長 
・住宅事業推進部長（関西地区担当） 
・流通店舗事業推進部長（近畿地区担当） 
 

ﾃﾞｸﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 

出倉 和人 

上席執行役員 
・広島支社長 
・中国･四国ブロック長 

上席執行役員 
・広島支店長 
・中国･四国ブロック長 

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾙ 

土谷 勝 

上席執行役員 
・本店建築事業部長 

執行役員 
・本店建築事業部長 

ｷﾉｼﾀ ｹﾝｼﾞ 

木下 健治 

上席執行役員 
・ダイワハウスベトナム株式会社 
代表取締役社長 

執行役員 
・ダイワハウスベトナム株式会社 
代表取締役社長 

ﾋﾛﾓﾘ ﾀｶｷ 

廣森 隆樹 

執行役員 
・総合技術研究所長 
・住宅事業推進部商品開発部統括部長 

執行役員 
・住宅事業推進部商品開発部統括部長 

ｱﾘﾖｼ ﾖｼﾉﾘ 

有吉 善則 

執行役員 
・安全副担当 
・技術本部･施工担当 
・流通店舗事業推進部設計施工推進部長 

（西日本地区担当） 

流通店舗事業推進部設計施工推進部長

（近畿中部地区建築系施工推進担当） 
 

ｿﾗ ﾐﾁｶｽﾞ 

空 道一 

執行役員を退任（3 月 31 日付） 
※大和ハウスリフォーム株式会社 
取締役に就任予定（4 月 1 日付） 

執行役員 
・住宅系設計推進部長 
・渉外副担当 
・技術本部･設計担当 

ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 

秋山 一美 

 

3．人事異動（4 月 1 日付） 

新  職 現  職 氏  名 

つくば支社住宅事業部長 つくば分譲住宅営業所長 ｲｼｲ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 

石井 順一 

横浜支社副支社長 

・横浜支社流通店舗事業部長 

横浜支社流通店舗事業部長 ｶﾐｷ ﾏｻﾋｺ 

神木 正彦 

横浜支社住宅事業部長 厚木支社住宅事業部長 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 

米澤 正文 

横浜支社集合住宅事業部長 船橋集合住宅営業所長 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 

小林 孝彰 

厚木支社住宅事業部長 湘南住宅営業所長 ｷﾑﾗ ｸﾆﾏｻ 

木村 国正 
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新  職 現  職 氏  名 

本店環境エネルギー事業部長 
・本店環境エネルギー事業部 
第二営業所長 

本店環境エネルギー事業部 
第二営業所長 

ｲｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 

井川 祐和 

東北工場長 大和コアファクトリー株式会社 
代表取締役社長 

ﾆｶｲﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ 

二階堂 和紀 

三重工場長 東北工場長 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 

大場 善浩 

岡山工場長 
※大和コアファクトリー株式会社 
代表取締役社長に就任予定 
（4 月 1 日） 

三重工場長 ﾅｶﾑﾗ ｴｼﾝ 

中村 恵伸 

 

4．機構改革（4 月 1 日付） 

 （1）拠点の昇格 

    経営基盤の強化を図るため、次の 6 支店を支社に昇格します。 

新 旧 

茨城支社 茨城支店 

宇都宮支社 宇都宮支店 

群馬支社 群馬支店 

川越支社 川越支店 

金沢支社 金沢支店 

広島支社 広島支店 

 

（2）支社昇格に伴う人事異動 

新  職 現  職 氏  名 

茨城支社長 茨城支店長 ﾅﾘﾀ ﾏｺﾄ 

成田 誠 

宇都宮支社長 宇都宮支店長 ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 

峰村 博明 

群馬支社長 群馬支店長 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 

高橋 浩之 

川越支社長 川越支店長 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 

藤田 信二 

金沢支社長 金沢支店長 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 

橋本 好哲 

 

以  上 

 
お問い合わせ先 

広報企画室 広報グループ     ０６（６３４２）１３８１ 

          東京広報グループ    ０３（５２１４）２１１２ 
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