平成19年4月3日
各

位
会社名 株式会社共立メンテナンス
代表者名 代表取締役社長 佐藤 充孝
（コード番号 ９６１６ 東証第一部）
問合せ先 取締役副社長 上田 卓味
（ＴＥＬ ０３－５２９５－７８５４）

人事異動に関するお知らせ
当社は、平成19年5月1日付の人事異動及び組織変更を行いますので、お知らせいたします。
なお、役員の新任は来る平成19年6月26日開催予定の定時株主総会において正式承認される予定です。
１．人事異動
氏

名

現

在

異 動 後

（役員異動）
蠣崎 誠

取締役 寮事業本部 西日本支社長
兼 ㈱共立エステート 代表取締役社長

取締役副社長 （ホテル事業本部担当）
兼 ㈱共立エステート 代表取締役社長 兼 ㈱ビルネット 監査役

髙橋 和重

取締役 寮事業本部 東日本支社長
兼 ㈱共立トラスト 監査役

常務取締役 寮事業本部 東日本支社長
兼 ㈱共立トラスト 監査役

篠原 謙一

常務取締役 ウェルネス事業部門担当
兼 ホテル事業担当

取締役 プロジェクト事業本部長
兼 人材プロジェクト企画部長

竹本 泉

取締役 グループ管理本部 情報マネジメント部門担当
兼 法務マネジメント室長

取締役 グループ管理本部 情報マネジメント本部長
兼 法務マネジメント室長

山田 滋

取締役 総合事業推進本部 ホテル営業担当

取締役 ホテル事業本部 ホテル営業推進部長

中村 幸治

取締役 グループ管理本部 統括財務経理部長 兼 経営管理部長

取締役 グループ管理本部 統括財務経理部長

井上 英介

執行役員 寮事業本部 東日本支社 第１事業部長 兼 ドミール事業部長
兼 ㈱共立ファイナンシャルサービス 監査役

取締役 寮事業本部 東日本支社 （首都圏担当） 兼 第２事業部長
兼 ㈱共立ファイナンシャルサービス 監査役

笛木 昭彦

㈱日本プレースメントセンター 代表取締役社長

常勤監査役
兼 ㈱共立エステート 監査役

横山 博

執行役員 寮事業本部 東日本支社 第２事業部長
兼 ㈱ビルネット 監査役

㈱ビルネット 取締役副社長
兼 レジデンスＦＭ事業本部長

後藤 朝水

執行役員 ホテル事業本部 事業管理部長
兼 ㈱共立クリエイティブ 監査役

執行役員 グループ管理本部 ＰＭ管理部長
兼 ㈱共立クリエイティブ 監査役

山下 宏行

執行役員 総合事業推進本部 総合事業推進部長 兼 寮事業推進部長
兼 ㈱共立クリエイティブ 非常勤取締役

執行役員 総合企画部長
兼 ㈱共立クリエイティブ 非常勤取締役

斉藤 良雄

寮事業本部 西日本支社 関西支店長
兼 ㈱日本プレースメントセンター 非常勤取締役

執行役員 寮事業本部 西日本支社長
兼 ㈱日本プレースメントセンター 非常勤取締役

小林 岳彦

寮事業本部 東日本支社 仙台支店 副支店長

寮事業本部 東日本支社 仙台支店長

小原 康緒

寮事業本部 東日本支社 第１事業部 副部長

寮事業本部 東日本支社 第１事業部長

野沢 剛

寮事業本部 西日本支社 九州支店長

寮事業本部 東日本支社 ドミール事業部長
兼 ㈱共立ライブネット 非常勤取締役

猪股 美啓

ウェルネス事業部門 ウェルネスライフ事業部 担当部長

寮事業本部 東日本支社 ウェルネスライフ事業部長

嘉戸 恵見

寮事業本部 東日本支社 仙台支店長
兼 ㈱共立トラスト 非常勤取締役

寮事業本部 西日本支社 関西支店長

安永 信一

寮事業本部 東日本支社 第１事業部 副部長

寮事業本部 西日本支社 九州支店長

若林 五夫

グループ管理本部 統括人事総務部 担当部長
兼 ㈱共立トラスト 非常勤取締役

寮事業本部 業務企画部長
兼 ㈱共立トラスト 非常勤取締役

鈴木 康彦

ホテル事業本部 業務推進部 業務推進第三部長

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部長

鈴木 真樹

総合事業推進本部 ホテル事業推進部長 兼 ホテル事業本部 営業推進部長
兼 （株）共立ライブネット 非常勤取締役

ホテル事業本部 リゾート事業部長

鎌田 裕之

ホテル事業本部 ホテル事業部 東海エリア総支配人

ホテル事業本部 リゾート事業部 雪月花担当部長

早川 誠

ホテル事業本部 ホテル事業部 九州・沖縄エリア総支配人

ホテル事業本部 リゾート事業部 ビーチタワー沖縄担当部長
兼 ドーミーイン事業部 九州・沖縄エリア総支配人

（役員新任）

（執行役員人事）

（部門長人事）
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氏

現

名

在

異 動 後

及川 修

ホテル事業本部 ホテル事業部 北関東エリア総支配人

ホテル事業本部 業務推進部 業務推進第三部長

渋谷 明

ホテル事業本部 調理企画部長

ホテル事業本部 ホテル業務企画部 担当部長

佐藤 博己

ホテル事業本部 業務管理部 開発管理室長

ホテル事業本部 事業管理部長

相澤 太郎

グループ管理本部 経営管理部 副部長

グループ管理本部 経営管理部長

榑松 聖

グループ管理本部 広報室長

グループ管理本部 広報部長

吉住 昌弘

グループ管理本部 情報システム部長
兼 ネットワーク事業部長

グループ管理本部 情報システム部長
兼 内部統制室長 兼 ネットワーク事業部長

原 豊

グループ管理本部 業務渉外室長

グループ管理本部 業務渉外部長

池田 淳一

ウェルネス事業部門 ウェルネスライフ事業部長

プロジェクト事業本部 シニアプロジェクト企画部長

（副部門長人事）
河嶋 義信

寮事業本部 東日本支社 札幌支店 リーダー

寮事業本部 東日本支社 札幌支店 副支店長

尾田 裕明

寮事業本部 東日本支社 仙台支店 リーダー

寮事業本部 東日本支社 仙台支店 副支店長

秋元 伸介

寮事業本部 東日本支社 第１事業部 リーダー

寮事業本部 東日本支社 第１事業部 副部長

浅井 毅

寮事業本部 東日本支社 札幌支店 副支店長

寮事業本部 東日本支社 受託事業部 副部長

豊田 浩一

寮事業本部 東日本支社 受託事業部 副部長

寮事業本部 業務企画部 副部長

加瀬 和裕

グループ管理本部 統括人事総務部 マネージャー

寮事業本部 業務企画部 副部長

太田 崇之

ホテル事業本部 業務管理部 副部長 兼 業務管理室長
兼 ウェルネス事業部門 スパセラピー事業室長

ホテル事業本部 ホテル業務企画部 副部長 兼 業務企画室長
兼 スーベニア事業企画室長 兼 スパセラピー事業企画室長

林 多佳男

㈱共立フーズサービス 業務本部 サービス担当部長

ホテル事業本部 ホテル業務企画部 副部長 兼 料飲事業企画室長

柏倉 弘志

グループ管理本部 統括人事総務部 マネージャー

グループ管理本部 統括人事総務部 副部長

横越 雄一

グループ管理本部 統括人事総務部 副部長

グループ管理本部 統括人事総務部 副部長
兼 ㈱ビルネット 執行役員 管理本部長

ウェルネス事業部門
尾崎 益代
（ホテル事業本部支配人人事）
森泉 博之

スーベニア事業室長

ホテル事業本部 営業推進部付

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部 北海道エリア総支配人

黒澤 進

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部 東北エリア総支配人

添野 眞

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部 首都圏エリア総支配人

藤井 俊輔

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部 中部・北越エリア総支配人

森 俊之
（グループ会社役員人事）

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部 関西エリア総支配人

小山 哲郎

㈱日本プレースメントセンター 取締役

㈱日本プレースメントセンター 代表取締役社長

横山 博

執行役員 寮事業本部 東日本支社 第２事業部長
兼 ㈱ビルネット 監査役

㈱ビルネット 取締役副社長
兼 レジデンスＦＭ事業本部長

岡本 正宏

㈱ビルネット 取締役 ビルマネジメント事業本部長

㈱ビルネット 常務取締役 ビルマネジメント事業本部長

笛木 昭彦

㈱日本プレースメントセンター 代表取締役社長

㈱共立メンテナンス 常勤監査役
兼 ㈱共立エステート 監査役

国谷 一男

㈱ビルネット 常務取締役 レジデンス事業本部長

㈱ビルネット 常勤監査役

井上 宏

㈱ビルネット 非常勤取締役

後藤 武明

㈱ビルネット ビルマネジメント事業本部 設備建設警備担当部長

㈱ビルネット 執行役員 ビルマネジメント事業本部 ビルサービス事業部長

横越 雄一

㈱共立メンテナンス グループ管理本部 統括人事総務部 副部長

㈱ビルネット 執行役員 管理本部長
兼 ㈱共立メンテナンス グループ管理本部 統括人事総務部 副部長

結城 堅介

㈱ビルネット 執行役員 ビルマネジメント事業本部 ＮＦＭ事業部長

渡邉 三千男

㈱日本プレースメントセンター ITサービス事業部 営業一部長

㈱日本プレースメントセンター 執行役員 IT事業本部 首都圏営業部長

丸山 人志

㈱共立フーズサービス 業務本部 外食事業部長

㈱共立フーズサービス 執行役員 業務本部 外食事業部長

丸山 祐司

㈱共立クリエイティブ 第一SP事業部 部長代理

㈱共立クリエイティブ 執行役員 （製作担当）
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２．組織変更
現在

変更後

（新設）

寮事業本部 業務企画部

ホテル事業本部 業務管理部

ホテル事業本部 ホテル業務企画部

（新設）

ホテル事業本部 ドーミーイン事業部

（新設）

ホテル事業本部 リゾート事業部

グループ管理本部 広報室

グループ管理本部 広報部

グループ管理本部 業務渉外室

グループ管理本部 業務渉外部

（新設）

グループ管理本部 ＰＭ管理部

（新設）

グループ管理本部 内部統制室

総合事業推進本部

総合企画部

（新設）

プロジェクト事業本部

（新設）

プロジェクト事業本部 シニアプロジェクト企画部

（新設）

プロジェクト事業本部 人材プロジェクト企画部

以
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上

