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組織改正ならびに人事異動に関するお知らせ
当社グループは、中期経営計画の推進に向け最適な組織体制の構築および経営体制のさらなる強化を図
るため、平成29年４月１日付で組織改正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。

１．組織改正の概要
２．取締役の異動（辞任、新任）
３．取締役の役職及び兼職の異動
４．執行役員の役職及び兼職の異動
５．部長職等の役職及び兼職の異動
６．グループ会社取締役の人事異動
・株式会社レーベンコミュニティ
・株式会社日興タカラコーポレーション
・株式会社日興プロパティ
・株式会社タフコ
７．組織図（株式会社タカラレーベン）

１．組織改正の概要
経営体制のさらなる強化を図るため組織改正を実施いたします。主な組織改正は以下のとおりです。
（1）経営企画室を廃止し、総合企画本部内に経営企画部を設置。
（2）投資開発本部を新設。

２．取締役の異動（辞任、新任）
（1）辞任
①氏名

北川 智哉

②辞任年月日

平成 29 年３月 31 日

③辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

（2）新任
①氏名

山本 昌

②経歴
昭和 58 年 4 月

株式会社太陽神戸銀行 入行

平成 18 年 4 月

株式会社三井住友銀行 上田法人営業部 部長

平成 21 年 4 月

同行 蒲田法人営業部 部長

平成 23 年 4 月

同行 札幌法人営業部 部長

平成 26 年 4 月

同行 理事 東京都心法人営業本部長
兼 東京東法人営業本部長
兼 東日本広域法人営業本部長

平成 28 年 5 月

株式会社タカラレーベン 総務部 部長

平成 29 年 4 月(予定)

株式会社タカラレーベン 執行役員 総合企画本部長

※平成 29 年６月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。

（3）新任（社外取締役）
①氏名

川田 憲治

②経歴
平成 15 年 5 月

りそなホールディングス 代表取締役社長

平成 15 年 6 月

りそな銀行 取締役
並びにりそなホールディングス 取締役兼常務執行役社長

平成 15 年 10 月

りそな銀行 取締役兼代表執行役

平成 17 年 6 月

りそな銀行 取締役副会長

平成 18 年 6 月

埼玉りそな銀行 代表取締役社長
りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当

平成 21 年 6 月

りそな総合研究所株式会社

平成 23 年 4 月

株式会社富士通総研 常務理事

平成 27 年 4 月

株式会社富士通総研 常任顧問

平成 28 年 1 月

TMA

平成 28 年 4 月

株式会社富士通総研 顧問

KAWADA

理事長

OFFICE 代表

※平成 29 年６月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。

３．取締役の役職及び兼職の異動
氏名

新役職及び兼職先

現役職及び兼職先
専務取締役 兼 執行役員 営業本部長

岡部 剛

専務取締役 兼 執行役員 投資開発本部長

・㈱タカラプロパティ 取締役※4

・㈱タカラレーベン西日本

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※4

取締役※5

・㈱住宅情報館 取締役
常務取締役 兼 執行役員 開発本部長
兼 開発統括グループ統括部長
手島 芳貴

常務取締役 兼 執行役員 開発本部長

兼 開発部長 兼 横浜支社長

・㈱サンウッド 取締役

兼 エコエナジー事業部長
・㈱タカラレーベン東北 取締役※4
・㈱サンウッド 取締役

長谷川 隆彦

取締役※2
・㈱タフコ 代表取締役社長

取締役 兼 執行役員 総合企画本部長
・㈱タフコ 取締役
・タカラアセットマネジメント㈱ 取締役※4

常務取締役 兼 執行役員 営業本部長
原 忠行

兼 第一営業グループ 統括部長

取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長

兼 第１営業部長 兼 第２営業部長

・㈱日興タカラコーポレーション 取締役

・㈱日興タカラコーポレーション 取締役
取締役 兼 執行役員 営業本部 営業統括グル
髙荒 美香

ープ統括部長
兼 営業推進部長 兼 業務部長
・㈱タカラレーベン東北 取締役※3

取締役 兼 執行役員 営業本部 営業統括グル
ープ統括部長
兼 営業推進部長 兼 業務部長

※１．注釈の無いものは、平成 29 年４月１日付。
※２．平成 29 年６月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。
※３．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。
※４．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。
※５．平成 29 年４月１日付で、㈱住宅情報館は「㈱タカラレーベン西日本」に社名を変更予定。

４．執行役員の役職及び兼職の異動
氏名

新役職及び兼職先
執行役員 営業本部 第二営業グループ 統括部長

水野 公平

兼 第１営業部長

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※2
執行役員 営業本部 第三営業グループ 統括部長

野村 貴大

兼 第１営業部長 兼 第２営業部長

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※2
岩本 大志

営業本部 第二営業グループ 統括部長
兼 第１営業部長 兼 第２営業部長
営業本部 第三営業グループ 統括部長
兼 第１営業部長 兼 第２営業部長

執行役員 開発本部 開発統括グループ 統括部長

営業本部 第一営業グループ 統括部長

・㈱タカラプロパティ 取締役※2

兼 第１営業部長 兼 第２営業部長

執行役員 投資開発本部 投資開発統括グルー
吉村 典彦

現役職及び兼職先

プ 統括部長
兼 投資開発部長
・㈱タカラプロパティ 取締役

開発本部 開発統括グループ 投資開発部長
・㈱タカラプロパティ 取締役
・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※3

執行役員 総合企画本部 経理財務統括グルー
浜岡 佑次

プ 統括部長

総合企画本部 経理部長

兼 経理部長

・㈱タフコ 取締役※3

・タカラアセットマネジメント 取締役※2
執行役員 総合企画本部長 兼 経営企画統括グ
山本 昌

ループ 統括部長
兼 人事部長 兼 経営企画部長

総合企画本部 総務部長 兼 人事部長

・㈱レーベンコミュニティ 取締役※2
※１．注釈の無いものは、平成 29 年４月１日付。
※２．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。
※３．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。
５．部長職等の役職及び兼職の異動
氏名
有田 卓二

新役職及び兼職先
営業本部 第二営業グループ 第２営業部長

白木 陽一郎

開発本部 開発統括グループ 開発部長

山本 眞也

開発本部 開発統括グループ 大阪支社長

長谷川 照生

中川 義行
鈴木 健介

投資開発本部 投資開発統括グループ エコエ
ナジー事業部長
総合企画本部 経営企画統括グループ 総務部長

・㈱タフコ 取締役※2
総合企画本部 IR 室長

現役職及び兼職先
営業本部 第二営業グループ 第２営業部 副
部長
開発本部 開発統括グループ

開発部 次長

－
開発本部 エコエナジー事業部 次長

総合企画本部 総務部 部長
経営企画室 経営企画課 課長

※１．注釈の無いものは、平成 29 年４月１日付。
※２．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。

６．グループ会社取締役の人事異動
【株式会社レーベンコミュニティ】
氏名
中 慎介
寺門 幸次

新役職

現役職

常務取締役 経営企画 Unit 本部長

取締役 経営企画本部 本部長

取締役 S.Q.M.S 推進 Unit 本部長※2

執行役員 S.Q.M.S 推進本部 本部長

※１．注釈の無いものは、平成 29 年４月１日付。
※２．取締役の就任は、平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。
【株式会社日興タカラコーポレーション】
氏名

新役職

現役職

田島 達三

顧問

代表取締役社長

藤田 充彦

代表取締役社長

専務取締役 戸建カンパニー長

加門 秀文

常務取締役 総合企画本部長

丸山 身吾

取締役 横浜本部 副本部長※2

常務取締役 建築カンパニー
建築本部 副本部長
取締役 兼 経営企画室長

※１．注釈の無いものは、平成 29 年４月１日付。
※２．平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。
【株式会社日興プロパティ】
氏名
倉田 真

新役職
取締役 企画営業本部 営業部長

現役職
企画営業本部 営業部長

※平成 29 年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。
【株式会社タフコ】
氏名
小寺 治人

新役職
取締役 管理部長

※平成 29 年４月１日付。

現役職
代表取締役社長

７．組織図（株式会社タカラレーベン）

※

平成 29 年 4 月 1 日付。
以

上

