
 

 

 

 

平成２４年３月６日 

各 位 

 

会 社 名 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 村 井  温 

（コード番号２３３１ 東証第一部） 

問合せ先 経営企画部ＩＲ室長 石渡 康雄 

（TEL. ０３－３４２３－２３３１） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成２４年４月１日付で組織変更および人事異動を下記のとおり実施いたしますので、

お知らせいたします。 

 

記 

１ 組織変更 

（１）関西地区の改編 

ア 大阪府内の体制を５つの営業を担当する支社（梅田支社、大阪東支社、難波支社、大阪

南支社および大阪北支社）と、大阪府内全域に警備サービスを提供する支社（大阪中央支

社）に改編いたします。 

イ 従来関西エリア全域を担当していた第二地域本部は、大阪府内を担当することとし、こ

れとは別に京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域を管理する第十地域本部を新設いた

します。 

ウ 本社営業本部の西日本営業部を関西営業部に改組いたします。 

（２）警備輸送業務の体制強化 

ア 管理指導体制の強化を目的とし、東北支社から警備輸送の運用・管理部門を分離させ、

警送宮城支社といたします。 

イ 本社警送サービス部傘下であった首都圏資金センターを分離独立させます。 

ウ 近畿警送支社の規模拡大に伴う警備運用・管理面の負担を軽減するため、同支社内のＣ

Ｄ資金センターおよび通貨資金センターを分離し、近畿資金センターを新設いたします。 

（３）支社名の改正 

以下の支社名について名称を改正いたします。 

現在の名称  改正後の名称 

東北支社 ⇒ 宮城支社 

仙台警送支店 ⇒ 警送宮城支社 

愛知警送支社 ⇒ 警送愛知支社 

近畿警送支社 ⇒ 警送近畿支社 

高松支社 ⇒ 香川支社 

九州警送支社 ⇒ 警送九州支社 

 



２ 人事異動 

（１）執行役員の異動 

新職 旧職 氏名 

代表取締役会長 

兼最高経営責任者(CEO) 

代表取締役社長 

兼最高経営責任者(CEO) 
村井 温 

代表取締役社長 

社長執行役員 

兼最高執行責任者(COO) 

代表取締役副社長 

副社長執行役員 

兼最高執行責任者(COO) 

青山 幸恭 

常務執行役員 

戦略事業･海外事業担当 

執行役員 

戦略事業･海外事業担当 
原 芳正 

常務執行役員 

運用総括担当 

執行役員 

第八地域本部長 
寺尾 政志 

常務執行役員 

中部駐在 

営業本部副本部長 

(中日本営業担当) 

常務執行役員 

運用総括担当 
吉岡 幹雄 

執行役員 

営業推進･地域支援担当 
第九地域本部長 黒木 重義 

執行役員 

第四地域本部長 
第四地域本部長 栢木 伊久二 

執行役員 

第七地域本部長 
第七地域本部長 八木 雅人 

執行役員 

第八地域本部長 

執行役員 

工事担当 

(綜警電気工事㈱代表取締役社長) 

吉川 秀雄 

 

（２）執行役員の退任 

新職 旧職 氏名 

退任 
執行役員 

地域統括担当 
大泉 和正 

退任 

綜警電気工事㈱代表取締役社長 

執行役員 

第六地域本部長 
濱 政夫 

 

（３）地域本部長の異動 

新職 旧職 氏名 

第六地域本部長 営業推進部長 島田 一郎 

第九地域本部長 金融営業部長 本庄 信一 

 

 

 

 

 

 

 



（４）所属長級の異動 

新職 旧職 氏名 

広報部長 

人事部付ALSOK山形㈱出向 

(代表取締役社長) 

兼人事部付ALSOK山形管財㈱出向 

(代表取締役社長) 

林 修作 

採用部長 山口支社長 奥 五男 

ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部長 横浜支社長 柳川 眞一 

営業企画部長 城東支社長 山﨑 春男 

金融営業部長 中央支社長 前田 泰彦 

関西営業部長 西日本営業部長 西川 良弘 

宮城支社長 静岡支社長 原 行弘 

警送宮城支社長 警送ｻｰﾋﾞｽ部警送企画課長 下野 貴弘 

千葉支社長 多摩支社長 永安 重治 

横浜支社長 湘南支社長 平井 均 

相模支社長 相模支社副支社長 瀧川 誠 

湘南支社長 開発企画部開発企画課長 境田 芳幸 

警送神奈川支社長 警送神奈川支社副支社長 河野 寛 

中央支社長 東北支社長 竹田 憲吾 

城東支社長 神戸支社長 長嶋 義春 

多摩支社長 

人事部付ALSOK秋田㈱出向 

(代表取締役社長) 

兼人事部付ALSOK秋田管財㈱出向 

 (代表取締役社長) 

瀧下 功 

首都圏資金ｾﾝﾀｰ長 人事部付福島綜合警備保障㈱出向 竹部 満 

静岡支社長 総務部CSR推進室長 多賀 洋 

滋賀支社長 営業推進部常駐･綜管営業室長 樋田 浩二 

大阪中央支社長 大阪中央支社長 谷内 博信 

梅田支社長 大阪北支社長 福住 尚紀 

大阪東支社長 北九州支社副支社長 山本 英順 

難波支社長 大阪南支社長 森本 学 

大阪南支社長 法人営業第一部 担当次長 笹木 規子 

大阪北支社長 横浜北支社副支社長 三浦 学 

警送近畿支社長 広報部長 辻本 光雄 

近畿資金ｾﾝﾀｰ長 警送東京支社副支社長(統括担当) 小川 英貢 

神戸支社長 戦略事業部担当部長 連山 富蔵 

山口支社長 営業管理部営業指導室長 宮島 裕 

大分支社長 城南支社副支社長 須田 哲司 

大阪綜合管財㈱（代表取締役社長） 警送神奈川支社長 川島 功 

人事部付ALSOK秋田㈱出向 

(代表取締役社長) 

兼人事部付ALSOK秋田管財㈱出向 

(代表取締役社長) 

近畿警送支社長 小磯 正弘 

 



人事部付ALSOK山形㈱出向 

(代表取締役社長) 

兼人事部付ALSOK山形管財㈱出向 

(代表取締役社長) 

採用部長 小川原 良一

人事部付京滋綜合警備保障㈱出向 

(代表取締役社長) 
ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部長 松原 将文 

 

以 上 

 

    － 報道関係 お問い合わせ先 － 

     綜合警備保障株式会社 広報部 高橋 

     ＴＥＬ．０３－３４７８－２３１０ 

     ＦＡＸ．０３－３４７０－４３６７ 

 


