
２０１８年３月１５日 

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 学 生 情 報 セ ン タ ー
代 表 者 名  代表取締役社長 吉浦 勝博 

機構改革ならびに人事異動についてのお知らせ

当社は、以下のとおり、2018 年 4 月 1 日付けの機構改革ならびに人事異動を決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

I. 機 構 改 革 

II. 役 員 人 事 

１． 取締役の異動 

２． 監査役の異動 

３． 執行役員の異動 

III. 部 門 長 人 事 

参考資料１ 役員体制 

参考資料２ 業務組織図 



Ⅰ．機構改革（２０１８年４月１日付） （参考資料２ 参照） 

1. 組織の変更 

１）事業推進本部の新設 

① 東・西日本本部各機能の運用水準の高度化及び収益性向上を図ることを目的として、事業推進本部

を新設する。 

② 営業推進部・メンテナンスサービス部（ビルマネジメント部へ改称）を、東・西日本本部から移管し、東

西の組織を統合する。 

③ 事業企画室を経営企画部から移管し、事業企画部へ昇格することで体制強化を図る。 

２）営業開発本部の新設 

① 東・西日本本部の営業開発部を統合し、開発推進体制の強化を図ることを目的として、営業開発本部

を新設する。 

３）経営管理本部の廃止 

① 経営管理本部を廃止し、経営企画部・経理部・総務人事部を社長直轄の組織とする。 

４）東日本本部 東京第三支社の廃止 

① 東日本本部の東京第三支社を廃止し、二支社体制として組織の効率化を図る。 

以 上 



Ⅱ．役員人事  
１．取締役の異動(２０１８年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 継続職 氏 名 

 代表取締役会長 
取締役 
(東急住宅リース㈱ 

代表取締役社長) 

北川 登士彦 

学校法人パートナー本部管掌  

取締役 

専務執行役員 
(㈱ナジック・アイ・サポート

代表取締役社長) 

(㈱ホーミック 

代表取締役社長) 

(シグマジャパン㈱ 

代表取締役社長) 

(㈱ナジック教育ソリューシ

ョン 代表取締役社長) 

長町 基志 

取締役  
(北和建設㈱  

代表取締役社長) 
松尾 隆広 

退任 取締役 中島 美博 

２．監査役の異動(２０１８年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 継続職 氏 名 

監査役   青木 太郎 

退任 監査役  山口 朗 

３．執行役員の異動(２０１８年４月１日付) 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 継続職 氏 名 

事業推進本部長 経営管理本部長 専務執行役員 西田 博昭 

常務執行役員 

学校法人新規ＢＰＯビジネス担当

専務執行役員 

学校法人パートナー本部長  
河田 勝之 

営業開発本部長 西日本本部長 常務執行役員 村田 清隆 

学校法人パートナー本部長 

学校法人パートナー本部 

副本部長 

(兼)西日本学校法人営業部長 

常務執行役員 清藤 敬 

東京第三支社長 

執行役員 

東日本本部長 

(兼)東京第二支社長

金谷 特茂 

西日本本部長 
東日本本部副本部長 

(兼) 営業推進部長 
執行役員 木下 昇 

営業開発本部 

西日本営業開発部長 

西日本本部  

京都支社長 
執行役員 木村 晃 

事業推進本部  

事業企画部長 

経営管理本部  

経理部長 
執行役員 樺澤 肇 

執行役員 総務・人事部長 飯田 吉久 

執行役員 

（兼）経理部長  
経営企画部長 玉利 忠士 



Ⅲ．部門長人事（２０１８年４月１日付:執行役員委嘱分を除く） 

新職または兼務職 旧職または解かれる職 氏 名 

学校法人パートナー本部 

寮管理部長 

学校法人パートナー本部 

東日本寮管理部長 
林 智之 

学校法人パートナー本部 

東日本学校法人営業部長 
 岡田 淳一 

学校法人パートナー本部  

西日本学校法人営業部長 
 大西 勝利 

営業開発本部 

東日本営業開発一部長 

東日本本部 

営業開発一部長 
原木 克寿 

営業開発本部 

東日本営業開発二部長 

東日本本部 

営業開発二部長 
牧野 高樹 

事業推進本部 

営業推進部長 

西日本本部 

営業推進部長 
野間 将司 

事業推進本部 

ビルマネジメント部長 

西日本本部 

メンテナンスサービス部長 
安達 隆人 

以   上 



参考資料１ 役員体制（２０１８年４月１日付） 

代表取締役社長 

社長執行役員  
吉浦 勝博 

取締役 

専務執行役員 
長町 基志 

取締役 金指 潔 

取締役 大隈 郁仁 

取締役 北川 登士彦 

取締役 西川 弘典 

取締役 (新任) 松尾 隆広 

専務執行役員 西田 博昭 

常務執行役員 河田 勝之 

常務執行役員 村田 清隆 

常務執行役員 清藤 敬 

執行役員 金谷 特茂 

執行役員 木下 昇 

執行役員 木村 晃 

執行役員 樺澤 肇 

執行役員 (新任) 飯田 吉久 

執行役員 (新任) 玉利 忠士 

監査役 (新任) 青木 太郎 



参考資料２  業務組織図（２０１８年４月１日付） 

営業開発部 福岡支社

東京第一支社

東京第二支社

仙台支社

名古屋支社

西日本本部 京都支社

東日本本部

大阪支社

福岡支社

西日本本部 メンテナンスサービス部

名古屋支社

大阪支社

京都支社

営業推進部

東京第一支社 東日本営業開発二部

東京第二支社 西日本営業開発部

東京第三支社

事業推進本部 営業推進部

仙台支社

ビルマネジメント部

営業開発一部

事業企画部

営業開発二部

西日本学校法人営業部 西日本学校法人営業部

東日本本部 営業推進部 営業開発本部 東日本営業開発一部

学校法人パートナー本部 東日本寮管理部 学校法人パートナー本部 寮管理部

東日本学校法人営業部 東日本学校法人営業部

経理部 経理部

経営管理本部 総務・人事部 総務・人事部

経営企画部 経営企画部

【現組織(2018年3月31日)】 【新組織(2018年4月1日)】

本　部 部 本　部 部


