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2017年 4月 5日 

各  位 

                                  会 社 名：株 式 会 社  大 京 

                             代 表 者 名：代表執行役社長 山 口  陽 

                             コード番号：8840            東証第 1部 

                                                     問い合わせ先：グループ経営企画部長 日名子幸一 

                                         ℡：03-3475-3802 

 

大京グループの機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

大京グループは、グループ各社の機構改革および人事異動を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 

 

 

 ＜対象会社＞ 

 

1． 株式会社大京             （人事異動） 

2． 株式会社穴吹コミュニティ       （人事異動） 

3． 株式会社大京穴吹建設         （人事異動） 

4． 株式会社大京穴吹不動産        （機構改革・人事異動） 
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1．株式会社大京 
■人事異動（2017年 4月 1日付） 

新 職 旧 職 氏 名 

グループ経営企画部 次長 グループ経営企画部 広報・ＩＲ室 室長 森本 秀樹 

グループ経営企画部 広報・ＩＲ室 室長 グループ経営企画部 広報・ＩＲ室 担当課長 塙 和久 

 

 

2．株式会社穴吹コミュニティ 
 

■人事異動（2017年 4月 1日付） 

新 職 旧 職 氏 名 

東日本支社 新潟支店 支店長 関東支社 長野支店松本営業所 所長 大橋 弘幸 

九州支社 宮崎支店 支店長 関東支社 新潟支店 支店長 平松 泰徳 

四国支社 高松支店 支店長 四国支社 高松支店マンション管理一課 課長 小笹 実樹 

九州支社 鹿児島支店 支店長 中国支社 岡山支店 支店長 小山 修二 

中国支社 岡山支店 支店長 中国支社 福山支店 支店長 能登 建至 

広島支社 広島第一支店 支店長 中国支社 周南支店 支店長 森分 晋 

中国支社 福山支店 支店長 中国支社 松江支店 支店長 立本 敬大郎 

九州支社 佐賀支店 支店長 九州支社 福岡支店マンション管理一課 課長 西原 政紀 

広島支社 周南支店 支店長 九州支社 佐賀支店 支店長 中園 博喜 

中国支社 松江支店 支店長 九州支社 大分支店 支店長 園田 健太 

九州支社 大分支店 支店長 九州支社 大分支店マンション管理課 担当課長 小森 裕文 

九州支社 福岡支店 支店長 九州支社 鹿児島支店 支店長 田原迫 俊哉 

関東支社 東京第一支店甲府営業所 所長 関東支社 東京第一支店マンション管理一課 係長 石橋 修司 

関東支社 長野支店松本営業所 所長 関東支社 藤沢支店マンション管理課 課長代理 八木 武史 

関西支社 大阪支店和歌山営業所 所長 関西支社 大阪支店マンション管理一課 係長 岸本 道雄 

関西支社 金沢支店福井営業所 所長 関西支社 金沢支店マンション管理課 課長 西村 光二 

四国支社 松山支店新居浜営業所 所長 四国支社 高知支店マンション管理課 係長 清水 秀幸 

 
 

3．株式会社大京穴吹建設 
 

■人事異動（2017年 4月 1日付） 
新 職 旧 職 氏 名 

四国事業部 高松本店 本店長 リニューアル事業部 関東営業部 部長 檀浦 利仁 

関西事業部 次長 四国事業部 高松本店 本店長 川西 知幸 
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4．株式会社大京穴吹不動産 
 

■機構改革（2017年 4月 1日付） 

マンション売買仲介およびリノベーション事業のシェア拡大に向け、新たに西日本営業部「長崎営業

所」を新設し、これまで営業所であった 3拠点を城北営業部「長野店」、名古屋営業部「岐阜店」、大

阪営業部「金沢店」として昇格いたします。 

 

■人事異動（2017年 4月 1日付） 

新 職 旧 職 氏 名 

城南営業部 五反田店 店長 城南営業部 蒲田店 店長 中村 崇 

城東営業部 西葛西店 店長 城南営業部 五反田店 店長 清水 昇 

名古屋営業部 岐阜店 店長 名古屋営業部 担当部長 兼 岐阜営業所 所長 眞部 隆広 

名古屋営業部 三河安城店 店長 名古屋営業部 名古屋中央店 流通営業三課 課長 酒井 宣明 

西日本営業部 熊本営業所 所長 名古屋営業部 三河安城店 店長 横井 良充 

大阪営業部 金沢店 店長 大阪営業部 金沢営業所 所長 増田 浩之 

中四国営業部 松山店 店長 

四国営業部 担当部長  

兼 高知店 流通営業課 担当部長 

兼 法人営業課 担当部長 

山崎 雅之 

城北営業部 長野店 店長代理 城北営業部 長野営業所 所長代理 福本 博紀 

城東営業部 船橋店 店長代理 城西営業部 新宿店 流通営業二課 課長代理 加藤 康浩 

城南営業部 蒲田店 店長代理 城南営業部 渋谷店 流通営業一課 係長（チームリーダー） 外川 昂朗 

西日本営業部 長崎営業所 所長代理 西日本営業部 熊本営業所 所長代理 梶山 善文 

 
 

 

 

以 上 

 

 

 


