
1 

   平成３０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 青山 幸恭 （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３０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）グループ経営の強化 近年のＭ＆Ａによりグループの事業領域が拡大している状況下、グループ中核会社である綜合警備保障株式会社は、警備・綜合管理防災・介護等の各分野の連携により注力し、グループの統合的経営の強化を図ります。その中で、警備事業の中核となる社内カンパニー「ＡＬＳＯＫ社」について、その名称を「ＡＬＳＯＫカンパニー」に改めたうえ、傘下に複数の部を設置し、より迅速・的確なお客様へのサービス提供に努めます。  （２）海外事業の強化 海外事業を更に強化するため、「海外事業本部」を新設いたします。これに合わせ、海外事業担当部を「海外事業第一部」と「海外事業第二部」の二部体制といたします。  （３）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への対応強化    約２年後に開催される東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への準備を加速するため、「東京オリンピック・パラリンピック推進本部」を設け、加えて、その傘下に「東京オリンピック・パラリンピック推進部」を新設いたします。  （４）営業体制の強化等   ア 事業所が取引窓口となっている首都圏地盤の大企業の取引窓口を本社に集約し、「首都圏営業部」として、本社主導で当該お客様への営業を強力に推進いたします。   イ 速やかな新商品・サービスの提供等多様なお客様ニーズへの対応力強化を目的として、「営業企画部」、「営業推進部」および「商品サービス企画部」を統合し、「営業総括部」を新設いたします。 
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 ２ 人事異動 （１）執行役員の異動 新職 旧職 氏名 兼営業本部長 代表取締役社長 社長執行役員 兼最高執行責任者(COO) 兼ALSOK社社長  青山 幸恭 取締役 専務執行役員 経営企画担当 兼戦略事業担当 兼営業本部副本部長 営業企画･管理担当 兼営業推進担当 兼金融担当 
取締役 常務執行役員 経営企画担当 兼戦略事業担当 兼営業本部副本部長 営業企画･管理担当 兼金融担当  穂苅 裕久 

取締役 常務執行役員 海外事業担当 兼調達担当 兼海外事業本部長 兼海外事業第一部長 
取締役 常務執行役員 経理担当 兼海外事業担当 兼内部統制担当 兼海外統括本部長  大谷 啓 兼東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部長 兼総務･広報担当 兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 兼ﾘｽｸ管理担当 兼情報資産管理担当 兼総合事務部長 
取締役 常務執行役員 人事総括担当 兼企業倫理担当 兼営業本部副本部長 兼東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当  村井 豪 

常務執行役員 介護事業担当 兼統括ｶﾝﾊﾟﾆｰ担当 兼営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 兼開発技術等副総括担当 
常務執行役員 介護事業担当 兼統括ｶﾝﾊﾟﾆｰ担当 兼地域統括担当 兼開発技術等副総括担当 兼営業本部副本部長 営業推進副担当 兼法人副担当  熊谷 敬 

常務執行役員 経理担当 兼内部統制担当 執行役員 経理副担当 兼経理部長 岸本 孝治  
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常務執行役員 運用総括担当 兼警送構造改革担当 兼東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部副本部長 
常務執行役員 総務･広報担当 兼調達担当 兼運用副総括担当(東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ等運用担当) 兼営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 兼ﾘｽｸ管理担当 兼情報資産管理担当 兼総合事務部長 

 鈴木 基久 
兼営業本部副本部長 首都圏担当 常務執行役員 第一地域本部長  八木 雅人  （２）執行役員の新任 新職 旧職 氏名 執行役員 総務副担当 兼総務部長 総務部長  小野 誠司 執行役員 開発企画担当 兼開発企画部長 開発企画部長 兼商品ｻｰﾋﾞｽ企画部長  鈴木 一三 執行役員 第四地域本部長 第四地域本部長  高橋 賢 執行役員 第六地域本部長 第六地域本部長  長嶋 義春  （３）執行役員の退任 新職 旧職 氏名 専務執行役員退任（※） 取締役（非常勤） 参与（非常勤） 営業指導担当 取締役 専務執行役員 営業本部長 兼東日本担当  原 清美 （※）は平成３０年３月３１日付の退任となる。  （４）執行役員待遇の異動 新職 旧職 氏名 執行役員待遇 技術研究担当 ｾｷｭﾘﾃｨ科学研究所長 執行役員待遇 ｿﾘｭｰｼｮﾝ担当  桑原 英治 
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執行役員待遇 ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ長 兼地域統括管理部長 執行役員待遇 介護事業副担当 (㈱HCM代表取締役社長)  吉岡 俊郎  （５）地域本部長の異動 新職 旧職 氏名 第八地域本部長 中央支社長  小野 裕之  （６）所属長級の異動 新職 旧職 氏名 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進部長 兼営業総括部長 営業企画部長 兼営業推進部長  吉田 浩儀 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進担当 法人営業第二部長 法人営業第二部長  近岡 雅之 特別業務部長 －  篠田 芳典 経理部長 経理部  栗本 泰行 採用部長 城北支社長  小池 正器 海外事業第二部長 海外事業部長  奥田 哲也 首都圏営業部長 関西営業部長  森本 学 関西営業部長 相模支社長  野条 直樹 人事業務部長 人事部付ALSOK双栄㈱出向  吉田 和宏 兼運用管理第一部長 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部長  円谷 哲也 兼運用管理第二部長 警送ｻｰﾋﾞｽ部長  川越 貴幸 営業総務部長 法人営業第一部  中田 隆 成田支社長 梅田支社  加藤 栄徳 埼玉南支社長 横浜北支社長  長尾 昭 横浜北支社長 教育･訓練部  山口 健司 相模支社長 営業推進部  隅田 勝也 警送神奈川支社長 警送ｻｰﾋﾞｽ部  勝又 将輝 中央支社長 城南支社長  福住 尚紀 城南支社長 営業推進部  堀部 耕造 城北支社長 金融営業第一部  植田 重幸 浜松支社長 警送ｻｰﾋﾞｽ部  尻無濱 秀治 大阪中央支社長 浜松支社長  岩下 健介 難波支社長 法人営業第三部  前田 秀信 警送近畿支社長 大阪中央支社長  白曼 靖二 奈良支社長 人事部付群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱出向  土田 勝吉 神戸支社長 人事部付日本ﾋﾞﾙ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱出向  山内 良介 山口支社長 難波支社長  中野 昌幸 熊本支社長 名古屋支社  菅原 晃 
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 （７）グループ会社役員の異動 新職 旧職 氏名 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱代表取締役会長 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱代表取締役社長 川崎 弘 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱代表取締役社長 人事部付群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱出向 山﨑 春男 ㈱HCM代表取締役社長 人事部付日本ﾌｧｼﾘｵ㈱出向 島田 一郎 人事部付ALSOK東心㈱出向(代表取締役社長) 採用部長  多賀 洋 人事部付ALSOKｲｰｸﾞﾙｽ㈱出向(代表取締役社長) 法人営業第一部  中島 裕幸 人事部付ALSOK-TW東日本㈱出向(代表取締役社長) 警送近畿支社長  古野 和之助 人事部付ALSOK山口㈱出向(代表取締役社長) 神戸支社長  濵岸 守  以 上  －－－－    報道関係報道関係報道関係報道関係    お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先    －－－－    綜合警備保障株式会社 広報部 藤田     ＴＥＬ．０３－３４７８－２３１０     ＦＡＸ．０３－３４７０－４３６７ 


