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PRESS RELEASE

2013 年 6 月 27 日 

 

 

 

 

 

 

役員人事について 

 
 森トラスト株式会社（本社：東京都港区 社長：森 章）は、下記のとおり役員人事

を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

＜取締役・監査役＞ 2013/6/27付 

役名 氏名 管掌部門 

代表取締役社長 森  章  

取締役副社長 島元 宏志 人事部 

取締役副社長 吉田 武 営業本部、投資事業本部、秘書室、広報部、不動産仲介部

取締役副社長 大野 宗彦 投資事業本部、内部監査室、総務部 

専務取締役 内村 賢一 財務部 

専務取締役 大岩 一彦 営業本部 

専務取締役 伊達 美和子 不動産開発部、発注部、コンストラクションマネジメント部

常務取締役 小松 稔男 ホテルアセット事業本部 

常務取締役 坂井 康二 (昇任) 内部監査室 

常務取締役 秋庭 隆  (昇任) 人事部 

取締役 笠原 正英 (新任) 総務部 

取締役 高橋 信  (新任) 投資事業本部 

監査役 橋本 文秋  

監査役 住原 雅司  

監査役 高居 貴美  

 

＜執行役員＞ 2013/7/1 付 

役名 氏名 管掌部門 

常務執行役員 遠藤 信幸 仙台支店、ホテルアセット事業本部 

執行役員 許斐 信男 営業本部 

執行役員 半田 智之 (新任) 大阪支店 

執行役員 浅野 一雄 (新任) 営業本部ビル営業第 1部 

執行役員 丸山 一真 (新任) 発注部 

以上 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-3-17 

虎ノ門２丁目タワー 

お問い合わせ先：広報部 

TEL 03-5511-2255  FAX 03-5511-2259

URL http://www.mori-trust.co.jp 
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略 歴 書 

＜取締役＞ 

 
氏名 生年月日

昭和30年５月 泰成株式会社（現・株式会社森トラスト・ホールディング
ス）取締役

昭和35年４月 安田信託銀行株式会社（現・みずほ信託銀行株式会
社）入行

昭和47年４月 森ビル株式会社取締役
昭和48年７月 当社取締役
昭和50年２月 泰成株式会社（現・株式会社森トラスト・ホールディング

ス）代表取締役
昭和54年４月 森ビル株式会社常務取締役
昭和62年７月 森ビル観光株式会社（合併により現・森トラスト株式会

社）代表取締役社長
平成５年１月 当社代表取締役社長（現任）
平成７年６月 森ビル観光株式会社（合併により現・森トラスト株式会

社）取締役会長
平成14年５月 ＭＴファシリティサービス株式会社（現・森トラスト・ビルマ

ネジメント株式会社）代表取締役会長
平成18年４月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）取締役会長
平成18年８月 株式会社森トラスト・ホールディングス代表取締役社長

（現任）
平成19年６月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）取締役（現任）
平成19年６月 ＭＴファシリティサービス株式会社（現・森トラスト・ビルマ

ネジメント株式会社）取締役（現任）

昭和46年４月 森ビル株式会社入社
平成７年６月 森ビル観光株式会社（合併により現・森トラスト株式会

社）代表取締役専務
平成14年８月 同社代表取締役社長
平成18年４月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）代表取締役社長
平成18年６月 当社取締役副社長（現任）

昭和48年４月 森ビル株式会社入社
平成10年11月 当社常務取締役
平成12年７月 当社専務取締役
平成19年６月 当社取締役副社長（現任）

昭和44年６月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行
平成11年６月 当社常務取締役
平成13年５月 株式会社パルコ取締役
平成14年７月 当社専務取締役
平成17年11月 株式会社ヒマラヤ取締役
平成18年６月 株式会社ロイヤルホテル取締役
平成18年８月 株式会社パルコ取締役退任
平成19年６月 当社取締役副社長（現任）
平成23年５月 株式会社パルコ取締役

取締役副社長 大野
お お の

　宗彦
むねひこ

昭和20年７月28日生

役名 略歴

代表取締役社長 森
も り

　　章
あきら

昭和11年７月12日生

取締役副社長 島元
し ま もと

　宏志
ひ ろ し

昭和20年10月31日生

取締役副社長 吉田
よ し だ

　武
たけし

昭和25年１月10日生
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＜取締役＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

氏名 生年月日

昭和53年４月 森ビル株式会社入社
平成８年７月 当社財務経理部部長
平成９年７月 当社取締役
平成12年７月 当社常務取締役
平成14年７月 当社専務取締役（現任）
平成16年３月 アーバンライフ株式会社取締役
平成19年３月 同社取締役会長
平成20年４月 同社取締役
平成20年６月 ＭＴファシリティサービス株式会社（現・森トラスト・ビルマ

ネジメント株式会社）代表取締役社長
平成24年６月 同社取締役

昭和43年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）
入行

平成６年６月 同行取締役
平成10年６月 長銀ウォーバーグ証券共同社長
平成18年５月 当社入社　顧問
平成18年７月 当社専務執行役員
平成19年６月 当社専務取締役（現任）
平成21年６月 株式会社ロイヤルホテル取締役（現任）

平成８年４月 株式会社長銀総合研究所入社
平成10年10月 当社入社
平成11年６月 株式会社森泰コーポレーション（現・株式会社森トラス

ト・ホールディングス）取締役（現任）
平成12年９月 当社取締役
平成15年３月 当社常務取締役
平成20年６月 当社専務取締役（現任）
平成20年６月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）専務取締役
平成22年５月 同社代表取締役専務
平成23年６月 同社代表取締役社長（現任）

昭和49年４月 森ビル株式会社入社
平成９年６月 森ビル観光株式会社（合併により現・森トラスト株式会

社）取締役
平成16年７月 同社常務取締役
平成18年７月 当社常務執行役員
平成19年６月 当社常務取締役（現任）

昭和56年４月 森ビル株式会社入社
平成16年８月 当社財務部長
平成19年７月 当社執行役員財務部長
平成21年６月 当社取締役
平成24年６月 森トラスト・ビルマネジメント株式会社代表取締役社長

（現任）
平成25年６月 当社常務取締役（現任）

昭和56年４月 森ビル株式会社入社
平成18年８月 当社人事部次長
平成21年７月 当社執行役員人事部長
平成23年６月 当社取締役
平成25年６月 当社常務取締役（現任）

昭和49年４月 森ビル株式会社入社
平成12年８月 当社総務部総務担当部長補佐
平成18年８月 当社総務部長
平成19年７月 当社執行役員総務部長
平成25年６月 当社取締役（現任）

昭和63年４月 森ビル株式会社入社
平成18年８月 当社投資事業本部次長
平成23年５月 株式会社パルコ取締役
平成23年７月 当社投資事業本部部長
平成24年６月 アーバンライフ株式会社取締役（現任）
平成24年７月 当社執行役員投資事業本部部長
平成25年６月 当社取締役（現任）

役名 略歴

専務取締役 大岩　一彦
おおい わ かずひ こ

昭和19年９月６日生

専務取締役 伊達
だ て

　美和子
み わ こ

昭和46年５月７日生

専務取締役 内村
う ち むら

　賢一
けんいち

昭和27年10月12日生

常務取締役 小松　稔男
こ ま つ と し お

昭和22年10月９日生

常務取締役 坂井
さ か い

　康
やす

二
つぐ

昭和33年６月21日生

常務取締役 秋庭
あ き ば

　隆
たかし

昭和32年９月９日生

取締役 笠原
かさはら

　正英
まさひで

昭和27年２月24日生

取締役 高橋
たかはし

　信
しん

昭和40年３月19日生
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＜監査役＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜執行役員＞ 

 

氏名 生年月日

昭和51年４月 森ビル株式会社入社
平成15年６月 日本総合ファンド株式会社（現・森トラスト・アセットマネ

ジメント株式会社）取締役
平成18年６月 当社総務部総務担当部長補佐
平成18年８月 当社総務部業務管理課次長
平成20年６月 当社監査役（現任）

昭和53年４月 森ビル株式会社入社
平成12年８月 当社ビル事業本部得意先部部長補佐
平成18年８月 当社ビル営業部営業第２部次長
平成20年６月 当社監査役（現任）

昭和52年４月 森ビル株式会社入社
平成18年８月 当社総務部文書審査課次長
平成20年６月 当社内部監査室長
平成23年６月 森トラスト・アセットマネジメント株式会社コンプライアン

ス・オフィサー
平成24年６月 当社監査役（現任）

橋本　文秋
はしもと ふみあ き

昭和27年７月24日生

役名 略歴

監査役 住原
すみはら

　雅司
ま さ し

昭和27年６月28日生

監査役 高居　貴美
た か い た か み

昭和29年２月28日生

監査役

氏名 生年月日

昭和42年４月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
平成８年11月 森ビル観光株式会社（合併により現・森トラスト株式会

社）取締役
平成９年６月 同社常務取締役
平成12年７月 同社代表取締役専務
平成18年７月 当社執行役員
平成22年11月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）特別顧問
平成23年１月 当社常務執行役員仙台支店長（現任）
平成23年６月 森観光トラスト株式会社（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾー

ツ株式会社）取締役会長 （現任）

昭和45年４月 株式会社三和銀行（現・株式会社三菱東京UFJ銀行）
入行

平成13年６月 株式会社大京常務取締役
平成22年５月 当社執行役員(現任)
平成24年２月 アーバンライフ株式会社　顧問
平成24年６月 同社代表取締役社長（現任）

昭和63年４月 森ビル株式会社入社
平成12年８月 当社ビル事業本部営業部部長補佐
平成18年８月 当社ビル営業部営業第１部次長
平成22年５月 当社ビル営業部営業第１部長
平成24年４月 当社大阪支店長
平成24年６月 日本エスリード株式会社取締役（現任）
平成25年７月 当社執行役員大阪支店長（予定）

平成２年４月 森ビル株式会社  入社
平成22年５月 当社営業本部ビル営業第２部長
平成24年４月 当社営業本部ビル営業第１部長
平成25年７月 当社執行役員営業本部ビル営業第１部長（予定）

平成２年４月 森ビル株式会社  入社
平成18年８月 当社発注部次長
平成23年７月 当社発注部長
平成25年７月 当社執行役員発注部長（予定）

執行役員 半田
は ん だ

　智之
ともゆき

昭和40年10月20日生

執行役員 浅野
あ さ の

　一雄
か ず お

昭和42年６月29日生

執行役員 丸山
まるやま

　一真
かずなお

昭和40年７月８日生

執行役員 許斐
こ の み

　信男
の ぶ お

昭和22年５月８日生

役名 略歴

常務執行役員 遠藤
えん どう

　信幸
のぶゆき

昭和19年９月２日生


