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各   位 

 

 会 社 名           三 井 不 動 産 株 式 会 社 

                   代 表 者 名 代表取締役社長 岩 沙 弘 道 

                   （コード番号 8801  東証・大証第 1 部、札幌） 

                   問合せ先      執行役員広報部長 登 張 信 實 

                        （ＴＥＬ．０３－３２４６－３１５５） 

 

      

機構・組織等の改正ならびに人事異動のお知らせ 
 

当社は、不動産のパラダイム転換を踏まえ、平成１２年５月に公表した「グループ中期経営計画（２０００～２０

０２年度）」に基づいて、当社グループにおける将来の確固たる成長基盤を確立するため、この 3 年間、その推

進に鋭意邁進してまいりました。その一環として、執行役員制度の導入、取締役員数の最適化、アドバイザリ

ー・コミｯティの設置などをはじめとした各施策を順次実行に移してまいりました。 

 

平成１５年３月をもって、当該「経営計画」期間は終了しますが、当社は引き続きこのようなパラダイム転換を

強く認識し、不動産業界のビジネスモデルを変革しつつ、グループ総体で成長性と収益性の向上をさらに目指

すべく、次期経営計画を平成１５年４月より新たにスタートさせることとなります。これにあたり今般以下のとおり、

機構・組織等の改正ならびに人事異動を行なうことといたしますのでお知らせします。 

 

１． グループ執行役員制度の導入 

２． 組織改正概要 

３． 代表取締役の異動＜新任＞ 

４． 取締役体制 

５． 執行役員体制 

６． グループ執行役員の選任 

７． 取締役・執行役員・グループ執行役員の異動および担当業務変更 

８． 取締役・監査役・執行役員の異動＜予定＞ 

９． 新任者の略歴 

１０．部門長人事異動(執行役員委嘱分を除く) 

 

 

 

＊ なお、本日、この資料は兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に 

お届けしています。 
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１． グループ執行役員制度の導入 

当社は、平成 13 年 4 月 1 日より、執行役員制度を導入し、従来、取締役が担っていた経営機能と執行

機能の分離・強化を推進し、経営の健全性と効率性をより高めてまいりました。今般、次期経営計画をス

タートさせるにあたり、グループ全体での経営者層の幅や厚みを増すことによって、グループ経営をさら

に強固なものとするべく、グループ企業の執行責任者にも従来の執行役員と同等の立場と使命を付与す

る「グループ執行役員制度」を導入いたします。平成 15 年 4 月 1 日付で選任されるグループ執行役員は

後記６．のとおりです。 

 

２．組織改正概要 

（１）グループ制の採用 

       責任と権限の所在が明確で、的確で迅速な意思決定を実現しやすいフラットな組織構造を維持し

つつ、良質なコミュニケーションを確保し、相互作用を活発化させながら付加価値創造力を強化して

いくために、グループ制を採用し、業務遂行ユニットを拡大します。（グループ制採用の結果、従来の

室・課等にかわり、すべての部門に「グループ」を設けることとなります。） 

 

（２）主な組織改正の内容と主旨 

①「業務企画室」の「経営企画部」への改組 

当社グループ全体の経営方針の立案・調整・管理等の強化および効率化をより推進することを目

的として、従来の「業務企画室」機能に、「グループ経営本部」内の「グループ経営企画部」が所管し

ていた、グループ会社の事業分野調整・資本政策・業績管理等の総括監理の一部機能を付加し、

「経営企画部」へ改組します。 

なお、これに伴い「グループ経営本部」を、他本部・他部門に属さない事業の試行・推進ならびに

所管関係会社監理を行うライン部門と位置付け、「関連事業本部」へ改称するとともに、「グループ

経営企画部」を廃止します。 

 

②各本部「業務推進室」の改正 

  「資産マネジメント本部」「ビルディング本部」「商業施設本部」「住宅事業本部」の各本部に属する

「業務推進室」につきましては、本部機能の更なる強化・効率化を目的に「部に準ずる室」とします。 

 

③「資産マネジメント本部」の改正 

  トレーディング＆アセット・マネジメント機能の更なる強化および効率化を目的として、主に以下の

改正を行います。なお、三井不動産販売（株）の完全子会社化にあわせたグループ内の不動産流通

業務の再編にともない「流通営業室」は廃止します。 

 

  ア．「不動産証券化推進部」の当本部への統合 

全社の不動産証券化業務のサポート・統括機能・リスクチェック機能を担う部門として、「不動産

証券化推進部」を当本部内に統合。 

     イ．「アセット・ソリューション部」の改正 

「アセット・ソリューション部」内「レッツ資産相談室」を当本部内の「部に準ずる室」へ改正。 
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④「ビルディング本部」における「オフィスマネジメント運営室」の新設 

ビルディング事業におけるオフィスマネジメント業務の強化・効率化等、事業推進体制の整備の

一環として、「オフィスマネジメント一部」「オフィスマネジメント二部」をサポートする機能として、「オフ

ィスマネジメント運営室」（部に準ずる室）を新設します。 

 

⑤「商業施設営業部」の新設 

      商業施設事業における営業・運営管理機能の強化・効率化の一環として、「商業施設事業部」「商

業施設運営部」がそれぞれ所管していた営業機能を集約化し、「商業施設営業部」を新設することで、

営業力強化を図ります。 

 

⑥「日本橋街づくり推進部」の新設 

日本橋エリアの活性化、エリアポテンシャルの向上のための各種活動を行い、エリアにおける事

業を企画・推進するとともに、エリア内の当社保有資産についての戦略・方針立案、事業推進を行う

組織として、「日本橋街づくり推進部」を新設します。 
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３．代表取締役の異動＜新任＞（平成 15 年 4 月 1 日付） 

 

＜新任代表取締役＞ （  ）内は異動前役職 

 

代表取締役 副社長     林 洋太郎 （専務取締役） 

 

 

 

４．取締役体制（平成 15 年 4 月 1 日付） 

 

代表取締役会長   田中順一郎 

 

代表取締役社長   岩沙  弘道     

 

代表取締役副社長  斎藤  盛也   監査室、総務部、人事部、アセット本部、関連事業本部、 

関西支社・支店総括業務、コンプライアンス関係業務 管掌 

 

代表取締役副社長  林  洋太郎   建設企画部、S＆E 総合研究所、資産マネジメント本部、六本木プロジェ 

クト推進部、豊洲プロジェクト推進部、IT 関係業務 管掌 

 

専務取締役      椿原  久光   秘書部、広報部、経理部、企画調査部、情報システム部 管掌 

 

専務取締役      西原  忠昌   商業施設本部 管掌 

 

専務取締役      大室  康一   ビルディング本部、国際事業部、日本橋街づくり推進部総括業務 管掌 

 

専務取締役      小川  修武   住宅事業本部、開発事業部、ケアデザイン事業室 管掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 

５．執行役員体制（平成 15 年 4 月 1 日付） 

 

社長執行役員   岩沙 弘道   

副社長執行役員  林 洋太郎  建設企画部、S&E 総合研究所、六本木プロジェクト推進部、 

豊洲プロジェクト推進部 関係業務担当 

                     支店総括業務担当 

専務執行役員   大室 康一  ビルディング本部、国際事業部 関係業務担当 

                     日本橋街づくり推進部総括業務担当 

                      （ビルディング本部長委嘱） 

専務執行役員   小川 修武  住宅事業本部、開発事業部、ケアデザイン事業室 関係業務担当 

                      （住宅事業本部長委嘱） 

専務執行役員   永田 和一  監査室、総務部、広報部、関連事業本部 関係業務担当 

                      （関連事業本部長委嘱） 

常務執行役員   横山 雄司  関西支社総括業務担当 

                      （関西支社長委嘱） 

常務執行役員   生江 隆之  秘書部、人事部、企画調査部 関係業務担当 

常務執行役員   曽田 立夫  経理部、情報システム部、アセット本部 関係業務担当 

                      （アセット本部長委嘱） 

常務執行役員   佐藤  実   資産マネジメント本部 関係業務担当 

                      （資産マネジメント本部長委嘱） 

常務執行役員   池谷 邦昭  商業施設本部 関係業務担当 

                      （商業施設本部長委嘱） 

常務執行役員   影山 美樹  （ビルディング本部副本部長兼ビルディング本部ビルディング事業二部長委

嘱） 

執行役員      登張 信實   （広報部長委嘱） 

執行役員      佐々木繁夫  （ビルディング本部オフィスマネジメント一部長委嘱） 

執行役員      齋藤 敬義   （国際事業部長委嘱） 

執行役員      岩藤 孝雄   （総務部長兼監査室長委嘱） 

執行役員      磯辺 真幸   （住宅事業本部都市開発第一事業部長委嘱） 

執行役員      上山 輝昭   （ビルディング本部ビルディング営業部長委嘱） 

 

 

６．グループ執行役員の選任（平成 15 年 4 月 1 日付） 

 

グループ上席執行役員       岩崎  芳史 （三井不動産販売株式会社） 

グループ執行役員          池田  孝  （三井不動産販売株式会社） 

グループ執行役員          西川  勉  （第一整備株式会社） 

グループ執行役員          前田  昌男 （株式会社ららぽーと） 

グループ執行役員          竹井  英久 （株式会社エム・エフ・ビルマネジメント） 
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７．取締役・執行役員・グループ執行役員の異動および担当業務変更（平成１5 年４月１日付） 

新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

 

関連事業本部管掌 

 

グループ経営本部管掌 

営業所管掌 

 

 

 

副社長執行役員 

代表取締役副社長 

監査室、総務部、人事部、アセ

ット本部、関西支社・支店総括

業務、コンプライアンス関係業

務管掌 

 

斎藤 盛也  

代表取締役副社長 

建設企画部管掌 

 

 

 

 

副社長執行役員 

建設企画部関係業務担当 

支店総括業務担当 

専務取締役 

情報システム部管掌 

 

 

 

 

専務執行役員 

（資産マネジメント本部長委嘱）

 

 

S&E 総合研究所、資産マネジメ

ント本部、六本木プロジェクト推

進部、豊洲プロジェクト推進

部、IT 関係業務管掌 

 

 

S&E 総合研究所、六本木プロ

ジェクト推進部、豊洲プロジェク

ト推進部関係業務担当 

林 洋太郎 

 

情報システム部管掌 

 

不動産投資研究所、不動産証

券化推進部管掌 

 

専務執行役員 

専務取締役 

秘書部、広報部、経理部、企画

調査部管掌 

椿原 久光 

  

開発事業部管掌 

 

専務執行役員 

（商業施設本部長委嘱） 

専務取締役 

商業施設本部管掌 

西原 忠昌 

 

 

日本橋街づくり推進部総括業

務管掌 

 

 

日本橋街づくり推進部総括業

務担当 

 専務取締役 

ビルディング本部、国際事業部

管掌 

 

専務執行役員 

ビルディング本部、国際事業部

関係業務担当 

（ビルディング本部長委嘱） 

 

大室 康一 
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新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

 

開発事業部管掌 

 

 

 

開発事業部関係業務担当 

 

 

専務取締役 

住宅事業本部、ケアデザイン

事業室管掌 

 

専務執行役員 

住宅事業本部、ケアデザイン

事業室関係業務担当 

（住宅事業本部長委嘱） 

小川 修武 

専務執行役員 

監査室、総務部、広報部、関連

事業本部関係業務担当 

（関連事業本部長委嘱） 

常務執行役員 

情報システム部、新規事業企

画室、グループ経営本部関係

業務担当 

（グループ経営本部長委嘱） 

 永田 和一 

 

関西支社総括業務担当 

（関西支社長委嘱） 

 

監査室、総務部、不動産投資

研究所、不動産証券化推進部

関係業務担当 

常務執行役員 

 

横山 雄司 

 

秘書部、人事部、企画調査部

関係業務担当 

 

（人事部長兼人事部人材開発

室長委嘱） 

常務執行役員 生江 隆之 

 

経理部、情報システム部、アセ

ット本部関係業務担当 

（アセット本部長委嘱） 

 

（経理部長委嘱） 

常務執行役員 曽田 立夫 

常務執行役員 

資産マネジメント本部関係業務

担当 

（資産マネジメント本部長委嘱） 

執行役員 

（企画調査部長委嘱） 

 佐藤 実 

常務執行役員 

商業施設本部関係業務担当 

（商業施設本部長委嘱） 

執行役員 

（住宅事業本部都市開発第一

事業部長委嘱） 

 池谷 邦昭 

常務執行役員 執行役員  

（ビルディング本部副本部長兼

ビルディング本部ビルディング

事業二部長委嘱） 

影山 美樹 

執行役員 

（総務部長兼監査室長委嘱） 

  岩藤 孝雄 

執行役員 

（住宅事業本部都市開発第一

事業部長委嘱） 

  磯辺 真幸 

執行役員 

（ビルディング本部ビルディング

営業部長委嘱） 

  上山 輝昭 
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新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

グループ上席執行役員   岩崎 芳史 

グループ執行役員 執行役員  池田  孝 

グループ執行役員   西川  勉 

グループ執行役員   前田 昌男 

グループ執行役員   竹井 英久 

顧問 執行役員  中村 良二 

顧問 常務執行役員  亀井 浩彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．取締役・監査役・執行役員の異動＜予定＞（平成 15 年 6 月下旬） 

 

新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

特別顧問 代表取締役副社長  斎藤 盛也 

常任監査役 専務取締役  椿原 久光 

顧問 専務取締役  西原 忠昌 

専務取締役  専務執行役員 永田 和一 

常務取締役  常務執行役員 生江 隆之 

常務取締役  常務執行役員 曽田 立夫 

 

 なお、以上の異動につきましては本年 6 月下旬開催予定の株主総会および取締役会の決議をへて、正式に

決定される予定です。 
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９．新任者の略歴 

 

（１）新たに取締役に就任する者（平成 15 年 6 月下旬予定） 

 

 

永 田 和 一（ながたかずいち） 

  生年月日  昭和２２年１月９日 

  略   歴  昭和４４年 ３月   立教大学法学部卒業 

          昭和４４年 ４月   入社 

          平成 ８年 ４月   グループ経営企画本部グループ経営企画部長 

          平成１０年 ６月   取締役グループ経営企画本部グループ経営企画部長 

          平成１３年 ６月   常務執行役員グループ経営本部長 

 

 

生 江 隆 之（なまえたかゆき） 

  生年月日  昭和２２年６月１３日 

  略   歴  昭和４６年 ３月   慶應義塾大学文学部卒業 

          昭和４６年 ４月   入社 

          平成 ９年 ４月   ビルディング営業本部ビルディング第二営業部長 

          平成１１年 ６月   取締役人事部長 

          平成１４年 ４月   常務執行役員人事部長 

 

 

曽 田 立 夫（そだたつお） 

  生年月日  昭和２４年３月１７日 

  略   歴  昭和４６年 ３月   一橋大学法学部卒業 

          昭和４６年 ４月   入社 

          平成 ９年 ４月   開発事業本部都市開発事業部長 

          平成１１年 ６月   取締役経理部長 

          平成１４年 ４月   常務執行役員経理部長 

 9



 

（２） 新たに執行役員に就任する者（平成１５年４月１日付） 

 

 

岩 藤 孝 雄（いわどうたかお） 

  生年月日  昭和２３年１０月２０日 

  略   歴  昭和４８年 ３月 早稲田大学法学部卒業 

          昭和４８年 ４月 入社 

          平成１１年 ４月 グループ経営本部関連事業部長 

          平成１３年 ４月 総務部長兼監査室長 

 

 

磯 辺 真 幸（いそべまさゆき） 

  生年月日  昭和２５年 ４月 １日 

  略   歴  昭和４８年 ３月 京都大学経済学部卒業 

          昭和４８年 ４月 入社 

          平成１２年 ４月 横浜支店長 

 

 

上 山 輝 昭（うえやまてるあき） 

  生年月日  昭和２５年 ４月１０日 

  略   歴  昭和４８年 ３月 慶應義塾大学商学部卒業 

          昭和４８年 ４月 入社 

          平成１１年 ４月 ビルディング本部ビルディング営業部長 
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（３） 新たにグループ執行役員に就任する者（平成１５年４月１日付） 

 

 

岩 崎 芳 史（いわさきよしふみ） 

  生年月日  昭和１８年 ３月２８日 

  略   歴  昭和４２年 ３月 東京大学教養学部卒業 

          昭和４５年 ７月 入社 

          昭和６３年 ４月 横浜支店長 

          平成 ５年 ４月 企画調査部長 

          平成 ７年 ６月 取締役企画調査部長兼情報システム部長 

          平成１０年 ６月 三井不動産販売㈱代表取締役副社長 

 

 

西 川   勉（にしかわつとむ） 

  生年月日  昭和２０年 ３月 １日 

  略   歴  昭和４３年 ３月 神戸大学経営学部卒業 

          昭和４３年 ４月 入社 

          平成 ３年 ４月 札幌支店長 

          平成 ７年 ４月 横浜支店長 

          平成１２年 ４月 第一整備㈱代表取締役社長 

 

 

前 田 昌 男 （まえだまさお） 

  生年月日  昭和２２年 ３月２６日 

  略   歴  昭和４５年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

          昭和４５年 ４月 入社 

          平成 ８年 ４月 関西支社業務施設事業部長 

          平成１２年 ４月 ㈱ららぽーと代表取締役社長 

 

 

竹 井 英 久（たけいひでひさ） 

  生年月日  昭和２５年１０月１５日 

  略   歴  昭和４８年 ３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

             昭和４８年 ４月 入社 

          平成１１年 ４月 千葉支店長 

          平成１４年 ４月 ㈱エム・エフ・ビルマネジメント代表取締役社長 
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10．部門長人事異動（執行役員委嘱分を除く）（平成１５年４月１日付） 

新職 

(または兼務する職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

秘書部長 資産マネジメント本部 建設企画部長  安田 純 

人事部長 新規事業企画室長 

ケアデザイン事業室長 

 松本 賢二 

経理部長 不動産証券化推進部長  浅井 裕史 

企画調査部長 仙台支店長  市村 重治 

建設企画部長 ビルディング本部 汐留事業室長  岡 房信 

資産マネジメント本部 業務推進室長 

資産マネジメント本部 不動産証券化推進

部長 

  尾崎 昌利 

資産マネジメント本部 レッツ資産相談室

長 

  津吉 隆明 

資産マネジメント本部 アセット・ソリューシ

ョン部長 

  角田 義仁 

資産マネジメント本部 開発企画部長  豊洲プロジェクト推進部

長 

赤坂 祐一郎

ビルディング本部 オフィスマネジメント運

営室長 

 ビルディング本部 オフ

ィスマネジメント二部長 

田中 純一 

商業施設本部 業務推進室長   中曽根 寛 

商業施設本部 商業施設営業部長   新原 昇平 

商業施設本部 商業施設運営部長   大井 健成 

住宅事業本部 都市開発第二事業部長 千葉支店長  池上 澄善 

関連事業本部 関連事業部長 資産マネジメント本部 流通営業室長  喜多川 保夫

日本橋街づくり推進部長   大江 功一 

六本木プロジェクト推進部長   市川 俊英 

ケアデザイン事業室長 札幌支店長  渡辺 健二 

札幌支店長   佐々木 修陽

仙台支店長   坂部 直樹 

千葉支店長 グループ経営本部 グループ経営企

画部長 

 田中 健 

横浜支店長 六本木プロジェクト推進部長  竹崎 典夫 

㈱ガーデンホテルズ 代表取締役社長 商業施設本部 商業施設運営部長  田辺 宏 

㈱ユニリビング 取締役会長 ㈱ユニリビング 代表取締役社長  岸本 堅太郎

㈱ユニリビング 代表取締役社長 三井不動産投資顧問㈱ 代表取締役

社長 

 三野村 和雄

第一園芸㈱ 代表取締役社長 グループ経営本部 関連事業部長  今野 博 

第一管理㈱ 代表取締役社長   大谷津 一郎

㈱エヌ・ビー・エフ・オフィスマネジメント 代

表取締役社長 

第一管理㈱ 代表取締役社長  山室 昇 
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新職 

(または兼務する職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

㈱益子カントリー倶楽部 代表取締役   今市 健一 

成田スポーツ開発㈱ 代表取締役   村田 正夫 

三井不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長   藤原 孝弘 

 

 

以 上 

＜添付資料＞ 

組織図（平成１５年４月１日付） 
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