
役員一覧 2016年10月4日現在

❸ 宮澤　裕一
取締役
専務執行役員
介護事業担当
統括カンパニー担当
地域統括担当

1978.4 当社入社
2004.4 人事部長
2007.4   執行役員就任 

西日本事業本部副本部長
2009.4  第二地域本部長
2010.6  常務執行役員就任
2011.6   取締役常務執行役員就任 

開発・技術総括担当 
情報・システム担当 
関西担当

2012.4 商品サービス担当
2014.4 戦略事業担当
 統括カンパニー担当（現任）
 地域統括担当（現任）
2016.4  取締役専務執行役員就任（現任）
 介護事業担当（現任）

（主要な兼職）
2015.2   ALSOKあんしんケアサポート（株） 

代表取締役就任（現任）
2016.5  （株）ウイズネット 

代表取締役社長就任（現任）

❹ 原　清美
取締役
専務執行役員
営業本部長

1970.3 当社入社
2003.4 横浜支社長
2006.6 東京綜合警備保障（株）出向
 代表取締役社長就任（2008.4 退任）
2007.6 執行役員就任、常駐部門再編担当
2008.4 営業本部法人担当
2008.8 営業本部営業支援兼商品・サービス担当
2010.6  常務執行役員就任 

営業本部副本部長
 営業支援兼商品・サービス担当
2011.6 取締役常務執行役員就任
 本社営業担当
2012.4 営業推進担当、本社法人営業担当
2014.4 法人営業総括担当
2016.4 取締役専務執行役員就任（現任）
 営業本部長（現任）

（主要な兼職）  
2011.6  ALSOKリース（株） 

代表取締役就任（現任）
2014.4 ALSOK双栄（株） 
 代表取締役就任（現任）
2016.4  日本ファシリオ（株） 

代表取締役就任（現任）
  日本ビル・メンテナンス（株） 

代表取締役就任（現任）

❺ 栗林　誠良
取締役
専務執行役員
特命担当
常駐警備・綜合管理・防災担当

1974.4 当社入社
2007.4 人事部長
2009.4 執行役員就任 
 人事担当
2011.4 第一地域本部長
2011.6 常務執行役員就任
2012.4 営業本部副本部長
2013.4 営業本部副本部長（第一地域本部担当）
2013.10 人事総括担当
 企業倫理担当
 営業本部副本部長
  （HOME ALSOK担当）
2014.6 取締役常務執行役員就任
2016.4  取締役専務執行役員就任（現任）
 特命担当（現任）
 常駐警備・綜合管理・防災担当（現任）

（主要な兼職）  
2016.4  ALSOK常駐警備（株） 

代表取締役社長就任（現任）

❻ 穂苅　裕久
取締役
常務執行役員
経営企画担当
戦略事業担当
営業本部副本部長
営業企画・管理担当
金融担当
IR担当

2010.4 日本銀行業務局長（2011.6退職）
2011.6 当社執行役員就任、営業企画担当
  金融営業・営業推進担当 

営業企画部長
2012.2  常務執行役員就任 

営業本部副本部長（現任）
 営業企画・管理担当
2012.4 金融営業担当、警送営業担当
2014.4 総務・企画担当
 金融営業総括担当
 コンプライアンス担当
 リスク管理担当
 情報資産管理担当
2014.6 取締役常務執行役員就任（現任）
2016.4 経営企画担当（現任）
 戦略事業担当（現任）
 営業企画・管理担当（現任）
 金融担当（現任）

❶ 村井　温
代表取締役会長
最高経営責任者（CEO）

1995.9  警察庁中部管区警察局長（1996.6退官）
1996.6  預金保険機構理事 

（1997.9退任）
1997.9 当社顧問就任
1998.6 代表取締役副社長就任
2001.6 代表取締役社長就任
2003.7 営業本部長
2004.4 警備運用本部長
2011.4   最高経営責任者（CEO）就任（現任）
2012.4   代表取締役会長就任（現任）

（主要な兼職）
1997.12 綜合商事（株）代表取締役（現任）

❷ 青山　幸恭
代表取締役社長
社長執行役員
最高執行責任者（COO）

2006.7 財務省関税局長（2008.7退官）
2008.8  当社常務執行役員就任 

警備運用本部長
2009.4  人事総括担当、運用担当 

企業倫理担当
2009.6 代表取締役専務執行役員就任
2010.4  代表取締役副社長執行役員就任 

営業本部長
2011.4 最高執行責任者（COO）就任（現任）
2012.4  代表取締役社長就任（現任） 

社長執行役員就任（現任）

 （主要な兼職）
2014.6 一般社団法人全国警備業協会会長（現任）

❼ 大谷　啓
取締役
常務執行役員
経理担当
海外事業担当
内部統制担当
海外統括本部長

2008.4   （株）みずほコーポレート銀行 
（現（株）みずほ銀行）執行役員就任
（2010.4 退任）

2010.6  当社執行役員就任 
経理担当（現任） 
内部統制担当（現任）

2011.6 常務執行役員就任
2012.4 調達担当
2013.4 海外事業担当（現任）
2014.4 海外統括本部長（現任）
2016.6 取締役常務執行役員就任（現任）

❾ 竹花　豊
取締役（社外）

2001.9 広島県警察本部長
2003.6  東京都副知事 

（2005.7退任）
2005.8  警察庁生活安全局長 

（2007.1退官）
2007.3  松下電器産業（株） 

（現パナソニック（株））参与
2007.10 東京都教育委員（2015.9 退任）
2008.4  松下電器産業（株） 

（現パナソニック（株））役員就任
2009.4 パナソニック（株）常務役員就任
 （2013.3退任）
2013.6 （株）東京ビッグサイト 
 代表取締役社長就任（現任）
2015.6 当社取締役就任（現任）

（主要な兼職）
2013.6   （株）東京ビッグサイト 

代表取締役社長就任（現任）

❽ 村井　豪
取締役
常務執行役員
人事総括担当
企業倫理担当
営業本部副本部長

1999.7 当社入社
2007.6 ホームマーケット営業部長
2010.4 執行役員就任
 第一地域本部長
2011.2 綜合管理担当
2011.3  日本ファシリオ（株）代表取締役就任

（2014.3 退任）
2014.4   常務執行役員就任 

営業本部副本部長（現任） 
営業企画・管理担当 
地域金融営業担当

2016.4   人事総括担当（現任） 
企業倫理担当（現任）

2016.6  取締役常務執行役員就任（現任）

（主要な兼職）
2014.9 綜合商事（株）代表取締役就任（現任）

11 上野山　実
常勤監査役（社外）

2007.6  松下電器産業（株）（現パナソニック（株））
取締役就任

2010.4  パナソニック（株） 
常務取締役就任（2012.6退任）

2012.6 同社常務役員就任（2013.3退任）
2013.4 同社顧問就任（2015.3退任）
2013.6 当社常勤監査役就任（現任）

13 大岩　武史
監査役（社外）

2007.4  （株）損害保険ジャパン 
（現損害保険ジャパン日本興亜（株））常務
執行役員就任

2007.6 同社取締役常務執行役員就任
2010.6 同社取締役専務執行役員就任
2011.1  同社取締役副社長執行役員就任 

（2011.3退任）
2011.4 独立行政法人日本貿易保険監事（現任）
2011.6 当社監査役就任（現任）

12 龍口　真樹
常勤監査役

1978.4 当社入社
2005.8 滋賀支社長
2010.1 経理部長
2012.10 総務部長
2014.6 第八地域本部長
2015.6 常勤監査役就任（現任）

14 渡辺　郁洋
監査役（社外）

2007.6  農林中央金庫管財部長 
（2009.5退職）

2009.6 スターゼン（株）内部監査部長
2013.4 同社執行役員法務部長就任（2014.9退任）
2014.10  （株）農林中金総合研究所顧問就任

（2015.6退任）
2015.6 当社監査役就任（現任）

10 岩城　正和
取締役（社外）

2010.6  新日本製鐵（株） 
（現新日鐵住金（株））代表取締役副社長 
就任（2014.3 退任）

2014.4  新日鐵住金（株）取締役就任（2014.6退任）
2014.6  同社常任顧問就任（現任）
2016.6  当社取締役就任（現任）

栢木　伊久二
常務執行役員
運用総括担当
警送構造改革担当

野村　茂樹
常務執行役員
中部駐在
営業本部副本部長（中日本営業担当）
第三地域本部長

寺尾　政志
常務執行役員
関西駐在 
西日本担当
営業本部副本部長（関西営業担当）

鈴木　基久
常務執行役員
総務・広報担当
調達担当
運用副総括担当
営業本部副本部長
HOME ALSOK担当
コンプライアンス担当
リスク管理担当
情報資産管理担当
総合事務部長

川口　正廣
常務執行役員
開発技術等総括担当

八木　雅人
常務執行役員
第一地域本部長

熊谷　敬
執行役員
統括カンパニー副担当
地域統括副担当
開発技術等副統括担当
営業本部
営業推進副担当
法人副担当

岸本　孝治
執行役員
経理副担当
経理部長

髙野　明
執行役員
人事担当
人事部長

本庄　信一
執行役員
第二地域本部長

黒木　重義
執行役員
第五地域本部長

水谷　紀彦
執行役員
第七地域本部長

執行役員
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