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持株会社体制への移行に伴う組織・人事体制に関するお知らせ 

 

 

 当社は、2021年４月27日にお知らせいたしました「持株会社体制移行に伴う会社分割及び定款の一

部変更に関するお知らせ」のとおり、2021年10月１日付で持株会社体制に移行いたします。これに伴

い、本日開催の取締役会において「株式会社FJネクストホールディングス」（2021年10月１日付で「株

式会社エフ・ジェー・ネクスト」より商号変更）および「株式会社FJネクスト」の組織および役員体制が下

記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

主な変更点 

 （株式会社 FJ ネクストホールディングス） 

  ・グループ経営管理事業等の業務を中心に行うため、営業部門及び開発事業部門等については株式

会社 FJ ネクストへ移管いたします。 

  ・グループ経営強化を目的とし、「経営企画室」を代表取締役直轄とし、名称を「経営戦略室」に改称

いたします。 

 

 （株式会社 FJ ネクスト） 

  ・営業力強化を目的として、「賃貸営業課」を「賃貸営業部」へ昇格いたします。 

  ・お客様に対し、更なる充実したサポートをしていくため、「お客様相談室」を「カスタマーサポートセ 

ンター」に改称いたします。 

  ・事業会社内に管理機能を持たせるため「管理部」を新設いたします。 

 

 

会 社 名 株式会社エフ・ジェー・ネクスト 

代表者名 代表取締役社長 永井 敦 

    （東証第一部・コード 8935） 

問合せ先 上席執行役員 管理本部長 山本 辰美 

電  話 03-6733-7711 



Ⅰ．株式会社FJネクストホールディングス（現：株式会社エフ・ジェー・ネクスト、2021年10月１日付で商号変更） 

 

  １．組織体制（2021年10月１日付） 

伊豆高原支店

株主総会

取締役会 総務部

経理部

代表取締役 投資事業推進部

経営戦略室

内部監査室

経営会議

監査等委員会

管理本部

 

 

２．役員体制（2021年10月１日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏 名 役 職 重要な担当職務 

肥田 幸春 代表取締役会長 会長執行役員  

永井 敦 代表取締役社長 社長執行役員  

益子 重男 取締役 専務執行役員  

鈴木 憲一 取締役（常勤監査等委員）  

鈴木 清 社外取締役（監査等委員）  

高場 大介 社外取締役（監査等委員）  

加藤 祐司 常務執行役員  

福島 英次 常務執行役員  

伊藤 康雄 常務執行役員  

田中 貴久 上席執行役員  

對馬 徹 上席執行役員  

山本 辰美 上席執行役員 管理本部長 総務部長兼経理部長 

肥田 恵輔 上席執行役員 経営戦略室長 

京田 景子 上席執行役員  



Ⅱ．株式会社FJネクスト（2021年４月１日設立） 

 

１．組織体制（2021 年 10 月１日付） 

管理部

開発推進部

開発事業本部

開発建設部

業務部

営業推進部

カスタマーサポートセンター

伊豆高原支店

代表取締役 賃貸営業部

株主総会 第一営業部

第二営業部

第三営業部

営業本部

取締役会 コンサルティング事業部

レジデンス事業部

監査役

経営会議

 

２．役員体制（2021年10月１日付） 

 

３．部長人事 

 

 

＊株式会社エフ・ジェー・ネクストにおける現在の役職位を記載しております。 

   

 氏 名 役 職 新任 重要な担当職務 

肥田 幸春 代表取締役社長   

益子 重男 専務取締役  営業本部長 

加藤 祐司 常務取締役  開発事業本部長 

福島 英次 常務取締役   

 伊藤 康雄 常務取締役 新任 営業推進部長 

 田中 貴久 取締役 新任 レジデンス事業部長 

 山本 辰美 取締役 新任 管理部長 

 京田 景子 取締役 新任 カスタマーサポートセンター長 

鈴木 憲一 監査役   

氏 名 新役職 （現役職） ＊ 

増田 昭裕 賃貸営業部長 （営業推進部 賃貸営業課長（部長代理）） 



【ご参考】 

当社グループの新体制における職務分担（2021 年 10 月１日付） 

- 

以 上 

 氏 名 重要な担当職務及び兼職状況 

肥田 幸春 

株式会社FJネクストホールディングス 代表取締役会長 会長執行役員 

株式会社FJネクスト 代表取締役社長 

FJリゾートマネジメント株式会社 代表取締役社長 

永井 敦 
株式会社 FJ ネクストホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員 

株式会社エフ・ジェー・コミュニティ 代表取締役社長 

益子 重男 
株式会社FJネクストホールディングス 取締役 専務執行役員 

株式会社FJネクスト 専務取締役 営業本部長 

鈴木 憲一 
株式会社FJネクストホールディングス 取締役（常勤監査等委員） 

株式会社FJネクスト 監査役 

鈴木 清 株式会社FJネクストホールディングス 社外取締役（監査等委員） 

高場 大介 株式会社FJネクストホールディングス 社外取締役（監査等委員） 

加藤 祐司 
株式会社 FJ ネクストホールディングス 常務執行役員 

株式会社FJネクスト 常務取締役 開発事業本部長 

福島 英次 

株式会社 FJ ネクストホールディングス 常務執行役員 

株式会社FJネクスト 常務取締役 

株式会社レジテックコーポレーション 代表取締役社長 

伊藤 康雄 
株式会社 FJ ネクストホールディングス 常務執行役員 

株式会社 FJ ネクスト 常務取締役 営業推進部長 

田中 貴久 
株式会社FJネクストホールディングス 上席執行役員 

株式会社FJネクスト 取締役 レジデンス事業部長 

對馬 徹 
株式会社 FJ ネクストホールディングス 上席執行役員 

株式会社エフ・ジェー・コミュニティ 専務取締役 

山本 辰美 

株式会社 FJ ネクストホールディングス 上席執行役員 管理本部長 総務部長兼経理部長 

株式会社 FJ ネクスト 取締役 管理部長 

株式会社アライドライフ 代表取締役社長 

肥田 恵輔 株式会社 FJ ネクストホールディングス 上席執行役員 経営戦略室長 

京田 景子 
株式会社 FJ ネクストホールディングス 上席執行役員 

株式会社 FJ ネクスト 取締役 カスタマーサポートセンター長 


