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2021年 4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 経営企画部長  竹倉 慎二 

 （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（2021年 5月 1日付） 

当社の業務執行組織は、『事業統括本部』、『経営管理本部』、『コンプライアンス推進本部』、『施

工不備対策本部』の 4本部、あわせて本部に属さない『監査部』で構成します。 

「経営企画本部」と「管理本部」を統合し『経営管理本部』へ名称変更します。 

「緊急対策プロジェクト」として進めていた施工不備に対する対応を『施工不備対策本部』として業務

執行組織へ組み込みます。 

 

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」、「ウェルスマネジメント部」、「建築技術部」、「シルバー事業部」の 4部体制で構

成します。 

「賃貸事業部」に於いて、「センター営業部」および「グローバル推進部」、「賃貸管理部」を統合し

「プロパティマネジメント部」を新設します。 

「賃貸営業推進部」、「業務管理部」を事業部長直轄から、企画および業務系部門として部門化します。 

「法人企画部」を法人部所管企業に対する企画機能として部門化します。 

「ウェルスマネジメント部」を事業統括本部直轄の組織とします。 

 

経営管理本部 

「経営企画部」、「人事総務部」、「情報システム部」、「財務経理部」の 4部で構成します。 

「コーポレートコミュニケーション部」を「経営企画部」へ統合します。 

「総務部」と「人事部」を統合し、「人事総務部」へ名称変更します。 
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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部体制で構成します。 

 

施工不備対策本部 

「東日本施工不備対策対応部」、「西日本施工不備対策対応部」、「施工不備対策管理部」の 3部で構

成します。 

 

Ⅱ. 役員人事 

①役員新任 

賃貸事業部 賃貸営業推進部長 勝又 啓二は、5月 1日付をもって執行役員に新任します。 

経営企画本部 経営企画部長 竹倉 慎二は、5月 1日付をもって執行役員に新任します。 

施工不備問題緊急対策本部 副本部長 平坂 弘幸は、5月 1日付をもって執行役員に新任します。 

 

②役員退任 

執行役員 篠崎 正司は、4月 30日付をもって当社の執行役員を退任し、5月 1日付をもって当社関係

会社であるあすか少額短期保険株式会社に転籍とします。 

執行役員 市川 良幸は、4月 30日付をもって当社の執行役員を退任し、5月 1日付をもって当社関係

会社であるプラザ賃貸管理保証株式会社に転籍とします。 

 

③役員の委嘱の変更（2021年 5月 1日付） 

氏名 新役職 旧役職 

蘆田 茂 

取締役常務執行役員 

経営管理本部長 

施工不備対策本部長（兼務） 

取締役常務執行役員 

経営企画本部長 

施工不備問題緊急対策本部長（兼務） 

早島 真由美 

取締役執行役員 

コンプライアンス推進本部長 CLO 

経営管理本部 副本部長（兼務） 

取締役執行役員 

管理本部長 

コンプライアンス推進本部長 CLO（兼務） 

佐々木 竜也 

常務執行役員 

賃貸事業部長 

首都圏第 1プロパティマネジメント部長（兼務） 

常務執行役員 

賃貸事業部長 

水野 靖 
常務執行役員 

ウェルスマネジメント部長 

常務執行役員 

賃貸事業部副事業部長 

ウェルスマネジメント部長（兼務） 

丸山 高人 
執行役員 

賃貸事業部 業務管理部長 

執行役員 

ホテル・リゾート事業部長 

国際事業部長（兼務） 

勝又 啓二 

執行役員 

賃貸事業部 営業推進部長 

賃貸営業推進部長（兼務） 

賃貸事業部 賃貸営業推進部長 

平坂 弘幸 
執行役員 

施工不備対策本部 副本部長 

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） 
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Ⅲ. 重要な使用人の人事 

部長の異動（2021年 5月 1日付） 

氏名 新役職 旧役職 

石塚 義盛 東日本プロパティマネジメント部長 中日本センター営業部長 

福満 真也 首都圏第 2プロパティマネジメント部長 中日本センター営業副部長 

竹野 文晃 中日本プロパティマネジメント部長 西日本第 1センター営業部長 

深瀬 雅人 西日本プロパティマネジメント部長 西日本第 3センター営業部長 

平原 勇治 中四国プロパティマネジメント部長 西日本第 2センター営業部長 

林 和寛 九州プロパティマネジメント部長 西日本ウェルスマネジメント部 部長 

小嶋 淳史 東日本第１法人営業部長 中日本法人営業部長 

庄司 雅博 東日本第２法人営業部長 グローバル推進部長 

渡邊 司 東日本第３法人営業部長 東日本第 2法人営業部長 

松永 英剛 中日本法人営業部長 西日本第 2法人営業部長 

吉田 猛 西日本法人営業部長 西日本第 1法人営業部長 

持田 直道 
法人企画部長 

法人営業企画部 理事（兼務） 

株式会社レオパレス・リーシング 

代表取締役社長 

桃原 正広 賃貸管理企画部長 国際部長 

佐藤 厚 賃貸業務部長 東日本第 1法人営業部長 

原川 勝幸 アセット戦略部長 アセット戦略部 部長 

今野 洋一郎 東日本第 1ウェルスマネジメント部長 東日本第 2ウェルスマネジメント部 部長 

大塚 哲 ウェルスマネジメント企画業務部長 ウェルスマネジメント企画部長 

前田 隆博 

シルバー事業部長 

シルバー運営部長（兼務） 

シルバー事業部長 

シルバー運営部長（兼務） 

シルバー業務管理部長（兼務） 

横田 真之 シルバー業務管理部長 賃貸管理業務部長 

松井 大樹 
建築技術部長 

設計部長（兼務） 

設計部長 

ブラコ 理可 人事総務部長 人事部長 

芦村 健人 財務経理部長 アセット戦略部長 

山口 雅弘 
コンプライアンス推進本部 副本部長 

コンプライアンス推進部長（兼務） 

コンプライアンス推進本部 副本部長 

佐藤 元 東日本施工不備対策対応部長 中日本ウェルスマネジメント部 部長 

権田 義和 西日本施工不備対策対応部長 西日本ウェルスマネジメント部 次長 

相澤 裕 施工不備対策管理部長 FAP推進部長 
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Ⅳ.当社子会社の代表取締役の人事（2021年 5月 1日付予定） 

氏名 関係会社 

上野 善隆 
株式会社レオパレス・リーシング 

代表取締役社長 

市川 良幸 
プラザ賃貸管理保証株式会社 

代表取締役社長 

 

以上 


