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2020年 5月 28日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社      レ オ パ レ ス ２１         

代 表 者 名 代表取締役社長  宮 尾 文 也 

 （コード番号 8848 東証第一部） 

問 合 せ 先 執行役員  新 井 清 

 （TEL 050-2016-2907 ） 

 

組織体制、役員および重要な使用人、当社子会社代表取締役の異動に関するお知らせ 

 

当社は組織体制、役員および重要な使用人、当社子会社代表取締役の人事について下記の通り決定いた

しましたのでお知らせいたします。 

記 
 

Ⅰ. 組織体制（2020年 6月 1日付） 

当社の業務執行組織は、「事業統括本部」、「経営企画本部」、「管理本部」、「コンプライアンス推進

本部」の 4本部体制、および本部に属さない「監査部」で構成致します。 

「コンプライアンス統括本部」は「コンプライアンス推進本部」へ名称変更致します。 
 

各本部の構成は以下の通りです。 

事業統括本部 

「賃貸事業部」、「建築技術部」、「シルバー事業部」、「ホテル・リゾート事業部」、「国際事業部」

の 5部体制で構成致します。 

建築請負事業部を廃止し管轄下の「請負営業統括部」、「着工推進室」の一部業務を「東日本第１

ウェルスマネジメント部」、「東日本第２ウェルスマネジメント部」、「中日本ウェルスマネジメン

ト部」、「西日本ウェルスマネジメント部」へ、「業務改善推進室」の一部業務を「ウェルスマネジ

メント業務部」へ、「請負企画業務統括部」の一部業務を「ウェルスマネジメント企画部」へそれ

ぞれ移管致します。 

「建築統括部」を事業統括本部直轄の組織とし、「建築技術部」へ名称変更致します。 

事業統括本部直轄の「アセット戦略統括部」は「賃貸事業部」へ移管し、「アセット戦略部」へ 

名称変更致します。 
 

経営企画本部 

「コーポレート・コミュニケーション部」、「経営企画部」の２部体制で構成致します。 
 

管理本部 

「総務部」、「人事部」、「情報システム部」、「財務経理部」の４部体制で構成致します。 

「ヘルスケア推進室」、「ダイバーシティー推進室」を「人事部」へ統合致します。 
 

コンプライアンス推進本部 

「コンプライアンス推進部」の１部体制で構成致します。 
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Ⅱ. 役員人事 

① 役員退任 

専務執行役員 関谷 譲は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任とします。 
 

常務執行役員 持田 直道は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任し、6月 1日付をもって 

当社関係会社である株式会社レオパレス・リーシングに転籍と致します。 
 

常務執行役員 佐藤 不二雄は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任し、6月 1日付をもって

当社関係会社である株式会社アズ・ライフケアに転籍と致します。 
 

専務執行役員 大石 基善は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任し、6月 1日付をもって 

理事として当社建築技術部長と致します。 
 

執行役員 鮫島 健一郎は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任し、6月 1日付をもって理事

として当社監査役室室長と致します。 
 

執行役員 福島 兼馬は、5月 31日付をもって当社の執行役員を退任し、6月 1日付をもって理事と

して当社コーポレート・コミュニケーション部長と致します。 
 

② 役員の担当および委嘱の変更（2020年 6月 1日付） 

氏名 新役職 旧役職 

佐々木 竜也 

常務執行役員 
常務執行役員 

賃貸事業部長 

賃貸事業部長 
賃貸管理統括本部長（兼務） 

法人営業統括本部長（兼務） 

水野 靖 

常務執行役員 常務執行役員 

賃貸事業部副事業部長 建築請負事業部長 

ウェルスマネジメント部長（兼務） 請負営業統括本部長（兼務） 

武田 浩 

執行役員 

執行役員 

事業統括本部 副本部長（建築請負事業担当） 

地域会議推進担当（兼務） 

事業統括本部 副本部長（建築技術部担当）  

賃貸事業部副事業部長（兼務） 

法人営業部長（兼務） 

篠崎 正司 

執行役員 執行役員 

賃貸事業部副事業部長 賃貸事業部副事業部長 

センター営業部長（兼務） 賃貸営業統括本部長（兼務） 

市川 良幸 

執行役員 執行役員 

賃貸事業部副事業部長 賃貸事業部副事業部長 

賃貸管理部長（兼務） 資産管理統括本部長（兼務） 

丸山 高人 

執行役員 
執行役員 

ホテル・リゾート事業部長 ホテル・リゾート事業部長 

国際事業部長（兼務） 
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Ⅲ. 重要な使用人の人事 

部長の異動（2020年 6月 1日付） 

氏名 新役職 旧役職 

寳迫 康文 東日本第 1センター営業部長 西日本賃貸営業地域統括部長 

元谷 敦 東日本第 3センター営業部長 東日本第 4賃貸営業部長 

佐藤 厚 東日本第 1法人営業部長 
賃貸営業企画統括部長 

営業企画推進部長（兼務） 

渡邊 司 東日本第 2法人営業部長 西日本第 2法人営業部長 

松永 英剛 西日本第 2法人営業部長 
法人営業第 1統括部長 

首都圏法人営業部長（兼務） 

池田 修 法人開発営業部長 法人営業統括本部長 

高木 俊直 賃貸企画部長 東日本第 5賃貸営業部長 

勝又 啓二 賃貸営業推進部長 
東日本賃貸営業地域統括部 

RA営業推進部長（兼務） 

塩屋 正宏 賃貸業務部長 CRM推進部長 

福永 幸次 東日本賃貸管理部長 賃貸管理推進統括部長 

二木 敦司 西日本賃貸管理部長 賃貸管理地域統括部長 

今村 睦 CRM推進部長 
賃貸ソリューション統括部 

ソリューション推進部長（兼務） 

相澤 裕 FAP営業部長 東日本第 3賃貸営業部長 

柏﨑 裕義 東日本第１ウェルスマネジメント部長 資産管理推進統括部長 

本多 昌保 東日本第２ウェルスマネジメント部長 請負営業統括部長 

奥 啓太郎 西日本ウェルスマネジメント部長 資産管理企画部長 

平野 浩二 ウェルスマネジメント業務部長 請負業務管理部長 

大塚 哲 ウェルスマネジメント企画部長 西日本資産管理推進統括部長 

平坂 弘幸 
施工不備問題緊急対策本部 副本部長 

建築技術部 副技術部長（兼務） 
建築法務部 部長 

松井 大樹 設計部長 受注企画部長 

武村 憲太郎 工事部長 監理技術部長 

前田 隆博 

シルバー事業部長 

運営部長（兼務） 

業務管理部長（兼務） 

シルバー事業部運営部長 

山口 雅弘 コンプライアンス推進本部 副本部長 コンプライアンス統括部長 

 

Ⅳ. 当社子会社の代表取締役の人事（2020年 6月 1日付） 

氏名 関係会社 

持田 直道 
株式会社レオパレス・リーシング 

代表取締役社長 

三浦 正純 
プラザ賃貸管理保証株式会社 

代表取締役社長 

以上 


