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平成 21 年 11 月 16 日 

各      位 
会 社 名 株 式 会 社 Ａ Ｃ Ｋ グ ル ー プ 
代表者名 代表取締役社長  廣 谷 彰 彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号２４９８） 

問合せ先
取 締 役 
統括管理本部長 長 尾 千 歳 

 ＴＥＬ ０３－６３１１－６６４１ 
 

当社及び子会社の新経営体制に関するお知らせ 
 
平成 21年 11月 13日付当社プレスリリース「人事異動に関するお知らせ」及び「子会社の人

事異動に関するお知らせ」にありますように、当社及び子会社の新経営体制について、下記のと

おりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．株式会社ＡＣＫグループ 平成 21 年 12 月 22 日付 

代表取締役社長 廣谷 彰彦      
取締役            平山 光信     経営企画本部長 
  野崎 秀則（新任） 連携推進担当 
  重松 伸也（新任） 統括管理本部長 兼 事業戦略センター長 

監査役  藤澤 清司（新任） 
岸  和正 
吉川 修二 

執行役員  大江田 毅（新任） 経営企画本部 営業企画室長 
  藤岡 和久（新任） 経営企画本部 国際企画室長 

理事  瀧口 敏郎     統括管理本部 財務企画室長 
常勤顧問  長尾 千歳（新任） 主監長 

 
２．株式会社オリエンタルコンサルタンツ 平成 21 年 12 月 11 日付 

（１）取締役・監査役 
代表取締役会長 廣谷 彰彦（昇任） 
代表取締役社長    野崎 秀則（昇任） 
代表取締役         千葉 俊彦 
取締役         青木 滋  

  三百田敏夫（新任） 
監査役         藤澤 清司 

（２）執行役員 
会長  廣谷 彰彦（昇任） 
社長  野崎 秀則（昇任） 
常務役員          青木 滋      ＳＣ事業本部長 

千葉 俊彦     ＧＣ事業本部長 
竹下 正俊     事業企画統括担当 
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長澤小太郎（新任） 事業企画統括担当 
板橋 廣二   ＳＣ事業本部 品質管理室副室長 
西田 穂積（昇任） 事業企画統括担当 

執行役員          三百田敏夫     統括本部長 
   富澤 修次     ＳＣ事業本部 品質管理室副室長 
   崎本 繁治     ＳＣ事業本部 副本部長（基盤整備） 
   大江田 毅     ＳＣ事業本部 副本部長（広域展開） 

薮内 一彦     ＳＣ事業本部 副本部長（複合業務） 
   松下 義次     コンプライアンス室長 
   藤岡 和久     ＧＣ事業本部 副本部長 
   郡司 勇      ＧＣ事業本部 副本部長 

鈴木靖四郎（新任） ＧＣ事業本部 副本部長 
（３）理事 

   龍野 彰男   事業企画統括担当 
   瀧口 敏郎   統括本部 副本部長 

高坂 静夫   ＳＣ事業本部 品質管理室長代行 
（４）顧問 
特別顧問 霜島 稜一 技師長 
常勤顧問  長尾 千歳（新任）主監長 

久間木信夫 技師長 
辰巳 正明 技師長 
松井 雅彦（新任）技師長 
奥川 淳志 技師長 

顧問  佐藤 鐵夫 技師長 
技術顧問         杉山 和雄        杉山デザイン研究所 代表 
税務顧問  佐藤 善一 

 

３．大成基礎設計株式会社 平成 21 年 11 月 25 日付 

代表取締役社長 平山 光信    
取締役  児玉 一夫   営業統括 

小田部雄二   事業本部長 
監査役  森下 昭吾 

 
４．株式会社アサノ建工 平成 21 年 12 月 11 日付 

代表取締役社長 安藤 績      
取締役  酒井 芳征    さく井事業部長 兼 営業推進部長 

児玉 一夫（新任） 
監査役  森下 昭吾（新任） 

 
５．株式会社中央設計技術研究所 平成 21 年 11 月 24 日付 

代表取締役社長 伊藤 正義     

取締役会長    高柳 善彦     

専務取締役  金指 昭郎    営業本部長  

取締役          中辻 英二    技術本部長 

          森田 信彦    管理本部長 
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監査役          森下 昭吾（新任） 
 
６．吉井システムリサーチ株式会社 平成 21 年 12 月 11 日付 

代表取締役社長    橘  義規     
取締役            並木 道昭   ソリューション開発事業部長 

国永 知敬   パッケージ事業部長  

監査役            森下 昭吾（新任） 
 
７．株式会社エイテック 平成 21 年 12 月 11 日付 

代表取締役社長   松本 修一        
代表取締役副社長 龍野 彰男        
取締役     田中 淳        
監査役      森下 昭吾       
 

８．株式会社総合環境テクノロジー 平成 21 年 12 月 11 日付 

代表取締役社長   山本 岩根        
取締役     是則 恭士（新任） 
監査役     森下 昭吾 

 
９．株式会社オリエスシェアードサービス 平成 21 年 12 月 11 日付 

代表取締役社長   横田 大伸     
取締役     埜本 光明    

増田 貴充 
重松 伸也 

監査役     藤澤 清司 
 

 

以 上 


