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新経営体制への移行および組織変更に関するお知らせ 

 

 

当社では、新経営体制への移行および組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、当社の臨時株主総会の決議を経て、正式決定する予定

です。 

 

 

記 

 

 

１．新経営体制移行の目的 

経営環境の急速な変化を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。併

せて、経営の意思決定の迅速化を図り、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、より機動性

の高い業務執行体制を構築することを目的としております。 

 

 

２．新体制の概要（2020年 10月 16日付） 

（１）役員体制 

※新任の取締役および監査役の選任につきましては、本日、2020年９月 15日公表の 

「株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更並びに取締役及び監査役の選 

 任に関するお知らせ」をご確認ください。 

 

 

 

氏 名  役職 

森  信介 ― 代表取締役（社長執行役員兼務） 

寺田 剛 ― 代表取締役（副社長執行役員兼務） 

杉本 勇次 ― 
取締役（ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC  

＜以下、ベインキャピタル＞ 兼務） 

小林 隆人 新任 社外取締役（ベインキャピタル兼務） 

2020年 10月 16日開催の臨時株主総会の決議を経て決定予定 中浜 俊介 新任 

柳澤 伯夫 ― 社外取締役 

乙丸 秀次 ― 社外監査役（常勤） 

高見 淳一 新任 社外監査役（ベインキャピタル兼務） 

2020年 10月 16日開催の臨時株主総会の決議を経て決定予定 宮  興未 新任 



 

 

（２）退任取締役 

氏 名 旧役職 

増田  崇之 専務取締役（10月 1日付で上席専務執行役員に就任） 

井出 貴子 専務取締役（10月 1日付で上席専務執行役員に就任） 

海瀬 光雄 取締役    （10月 1日付で専務執行役員に就任） 

黒木 悦子 取締役    （10月 1日付で専務執行役員に就任） 

森脇 啓太 社外取締役 

 

 

（３）退任監査役 

氏 名 旧役職 

松野  一平 社外監査役（非常勤） 

内田  譲二 社外監査役（非常勤） 

 

 

（４）新執行役員体制（2020年 10月１日付） 

氏 名  役職 

森  信介 新任 社長執行役員（代表取締役兼務）                        

寺田 剛 新任 副社長執行役員（代表取締役兼務） 

増田  崇之 新任 上席専務執行役員 経営戦略室担当（CTO） 

井出 貴子 新任 上席専務執行役員 事業統括本部長 

中本 英夫 新任 上席専務執行役員 経理・経営管理統括本部長（CFO） 

松田 裕弘 新任 専務執行役員 IT統括本部長（CIO） 

海瀬 光雄 新任 専務執行役員 管理統括本部長 兼役員室担当（CAO） 

黒木 悦子 新任 専務執行役員 事業統括本部長補佐 

星野 清美 ― 上席常務執行役員 事業統括本部 介護事業本部副本部長 

日下部 智哉 ― 
上席常務執行役員 事業統括本部 医療関連事業本部長 

兼ニチイ営業統括本部長 兼首都圏営業本部長 

宮井 由枝 ― 
常務執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長 

兼ニチイ営業統括本部 近畿圏営業本部 近畿支社長補佐 兼事業二課担当 

種元 崇子 ― 常務執行役員 人事統括本部 人事本部 海外人財採用部担当 

児玉 和哉 ― 常務執行役員 ニチイ営業統括本部 東日本営業本部長 

北山 雄太 ― 常務執行役員 ニチイ営業統括本部 近畿圏営業本部長 兼近畿支社長 

池田 典生 ― 常務執行役員 ニチイ営業統括本部 西日本営業本部長 

椎谷 和也 ― 執行役員 経理・経営管理統括本部 経理本部長 兼経理部長 

長谷川 守利 ― 執行役員 経理・経営管理統括本部 経理本部 経営監理部長代理 

別所 浩樹 ― 執行役員 管理統括本部 管理本部長代理 

後藤 英樹 ― 執行役員 人事統括本部 人事本部 人事部長 

及川 秀樹 ― 執行役員 人事統括本部 人事本部 組織人事監理部長 

飯田 祥一 ― 執行役員 管理統括本部 管理本部 広報部長 兼役員室担当 

瀧口 晴樹 ― 
執行役員 事業統括本部 医療関連事業本部 事業推進部長 

兼クリニック事業部長 

平野 貴久  ― 執行役員 事業統括本部 介護事業本部 管理部長 

二階堂 雅子 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長  

兼ニチイ営業統括本部 東日本営業本部長 

恩田 秀美 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長  

兼首都圏エリア推進担当 



 

 

 

 

３．組織変更の目的 

事業推進体制、事業管理体制の強化を図るとともに、構造改革を迅速かつ強力に推進することで、企業

価値向上を図るものであります。 

 

 

４．組織変更の内容（2020年 10月１日付） 

（１）【経営戦略室】経営企画室を経営戦略室に再編。 

（２）【人事統括本部】【IT統括本部】【経理・経営管理統括本部】【管理統括本部】経営管理統轄本部か 

ら独立再編。 

 

以上 

柏  里美 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長 

兼ニチイ営業統括本部 東日本営業本部 中部日本支社 事業二課主幹代理 

河内 圭介 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長 

兼ニチイ営業統括本部 西日本営業本部 九州支社 事業二課主幹 

安斎 徹哉 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長代理  

兼首都圏エリア推進担当 

室井 久美子 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長補佐 

兼宇都宮ヘルスケア事業支店長 

広井 孝子 ― 
執行役員 事業統括本部 介護事業本部 エリア在宅介護事業部長補佐 

兼神戸ヘルスケア事業支店長 

鶴丸 悟史 ― 執行役員 事業統括本部 保育事業本部長兼保育事業部長 

柳澤 友啓 ― 執行役員 事業統括本部 人財開発事業本部長代理 

松本 裕美子 ― 
執行役員 事業統括本部 人財開発事業本部 人財企画部長代理兼人財開発事業

部長代理 

鈴木 惠 ― 執行役員 人事統括本部 人事本部 海外人財採用部長 

坂本  健 ― 執行役員 人事統括本部 人事本部 海外人財採用部長補佐 

福田 信也 ― 執行役員 事業統括本部 ヘルスケア事業本部長代理 

中村 大介 ― 執行役員 事業統括本部 ヘルスケア事業本部 サニーヘルス事業部長代理 

原  忠史 ― 執行役員 経営戦略室長 

齋藤 富士子 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 東日本営業本部 東日本支社長 

工藤 祐子 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 東日本営業本部 東日本支社 事業一課主幹 

辻内 智 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 首都圏営業本部付部長代理 

川尻 三津子 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 東日本営業本部 中部日本支社長代理 

渡邉 正人 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 西日本営業本部 中四国支社長 

川上 竜平 ― 
執行役員 ニチイ営業統括本部 西日本営業本部 中四国支社長補佐 

兼事業一課主幹 

西   明美 ― 執行役員 ニチイ営業統括本部 西日本営業本部 九州支社長 


