
役員一覧

山口 利昭
社外取締役 
当社ガバナンス委員会委員長

取締役

社外取締役

1990年3月  大阪弁護士会登録、 
竹内・井上法律事務所入所

1995年4月  山口利昭法律事務所開所、 
同所代表弁護士（現任）

2008年10月 日本内部統制研究学会理事（現任）
2010年7月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
2012年7月  日本弁護士連合会司法制度調査会 

社外取締役ガイドライン検討チーム幹事 
（現任）

2013年3月  株式会社ニッセンホールディングス 
社外取締役

2013年6月 当社社外取締役（現任）

小林 克満
代表取締役 社長 兼  
建築事業本部長
1986年2月 当社入社
2011年4月 執行役員営業統括部長
2012年4月 常務執行役員営業統括部長
2012年6月 取締役常務執行役員営業統括部長
2016年4月 常務取締役営業統括部長
2017年4月 常務取締役建築事業本部長
2018年4月 専務取締役建築事業本部長
2019年4月  代表取締役社長 兼 建築事業本部長（現任）

川合 秀司
常務取締役 経営管理本部長 兼  
関連事業本部長
1989年4月 当社入社
2012年4月 執行役員経営企画室長
2012年6月 取締役執行役員経営企画室長
2013年4月  取締役執行役員子会社事業本部長 兼 

経営企画室長
2014年4月 取締役常務執行役員経営管理本部長
2016年4月 常務取締役経営管理本部長
2017年4月  常務取締役経営管理本部長 兼 

関連事業本部長（現任）

竹内 啓
常務取締役  
西日本建築事業本部長
1989年4月 当社入社
2012年4月 執行役員テナント営業統括部長
2014年6月 取締役執行役員テナント営業統括部長
2015年4月 取締役執行役員中日本建築事業本部長
2016年4月 取締役中日本建築事業本部長
2017年4月 取締役不動産事業本部長
2018年4月 常務取締役不動産事業本部長
2020年4月 常務取締役西日本建築事業本部長（現任）

内田 寛逸
取締役 関連事業本部 部長 
介護・保育事業、海外事業担当
1987年8月 当社入社
2012年4月 執行役員原価管理統括部長
2013年4月 執行役員設計統括部長
2014年6月 取締役執行役員設計統括部長
2016年4月 取締役設計統括部長
2017年4月 取締役関連事業本部部長（現任）

齊藤 和彦
取締役 東日本建築事業本部長 兼  
震災復興会社責任者
1992年3月 当社入社
2009年4月 執行役員中四国営業部長
2011年4月 東北営業部長
2013年4月  執行役員東北建築事業部長 兼 

震災復興現地責任者
2015年4月  執行役員東日本建築事業本部長 兼 

震災復興会社責任者
2015年6月  取締役執行役員東日本建築事業本部長 兼 

震災復興会社責任者
2016年4月  取締役東日本建築事業本部長 兼 

震災復興会社責任者
2019年4月 取締役建築事業統括本部長
2020年4月  取締役東日本建築事業本部長 兼 

震災復興会社責任者（現任）

佐藤 功次
取締役 不動産事業本部長 兼 
大東建託パートナーズ株式会社  
代表取締役 社長
1991年3月 当社入社
2013年4月  大東建物管理株式会社 

（現 大東建託パートナーズ株式会社） 
取締役賃貸管理部長

2015年4月  大東建物管理株式会社 
（現 大東建託パートナーズ株式会社） 
常務取締役経営企画室長

2016年4月  大東建物管理株式会社 
（現 大東建託パートナーズ株式会社） 
専務取締役

2017年4月  大東建託パートナーズ株式会社 
代表取締役社長

2017年6月  取締役 兼 大東建託パートナーズ株式会社 
代表取締役社長

2020年4月  取締役不動産事業本部長 兼 
大東建託パートナーズ株式会社 
代表取締役社長（現任）

2014年8月  特定非営利活動法人 
日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 
理事（現任）

2014年12月  大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 
社外監査役

2015年6月  消費者庁公益通報者保護制度 
検討委員会委員

2018年4月  大阪市高速電気軌道株式会社 
社外監査役（現任）
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鈴木 崇之
執行役員 
中京建築事業部長

舘 正文
執行役員 
設計統括部長

山田 昭司
執行役員 
西関東建築事業部長

田中 正義
執行役員 
大東みらい信託株式会社 代表取締役 社長

監査役

執行役員

福田 和宣
執行役員 
大東コーポレートサービス株式会社 代表取締役 社長

守 義浩
執行役員 
大東建託リーシング株式会社 代表取締役 社長

川原 栄司
執行役員 
大東建託パートナーズ株式会社 専務取締役

小石川 正幸
執行役員 
営業統括部長

中村 浩一
執行役員 
西日本建築事業本部 部長

松藤 潤
執行役員 
東京建築事業部長

柴田 哲也
執行役員 
不動産事業推進部長

泉 和宏
執行役員 
工事統括部長

中村 武志
執行役員 
業務統括部長

白崎 武
執行役員 
北海道・北信建築事業部長

竹中 郁裕
執行役員 
東日本建築事業本部 部長

岡本 司
執行役員 
経理部長

佐々木 摩美
社外取締役 
当社ガバナンス委員会委員
1983年4月  株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）

入行
1985年3月  モルガン・スタンレー証券株式会社 

（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式 
会社）入社

1991年1月 同社ヴァイス・プレジデント
1994年2月 同社エグゼクティブ・ディレクター
2000年12月 同社マネージング・ディレクター
2004年4月  クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式

会社（現 クレディ・スイス証券株式会社） 
マネージング・ディレクター債券本部 
営業統括本部長

2015年6月 当社社外取締役（現任）
2018年10月  三井住友トラスト・アセットマネジメント 

株式会社社外取締役（現任）

庄田 隆
社外取締役 
当社ガバナンス委員会委員
1972年4月 三共株式会社（現 第一三共株式会社）入社
1999年1月 同社欧州部長
1999年6月 同社海外医薬営業本部長
2001年6月 同社取締役
2002年6月 同社常務取締役
2003年6月 同社代表取締役社長
2005年9月 第一三共株式会社代表取締役社長 兼 CEO
2010年6月 同社代表取締役会長
2014年6月 同社相談役
2015年6月 宇部興産株式会社社外取締役（現任）
2017年6月 当社社外取締役（現任）

鵜野 正康
常勤監査役（社外） 
当社ガバナンス委員会委員
1981年 8月 監査法人中央会計事務所入所
1984年9月 インテグラン株式会社入社
1996年10月  ユーエスロボティックス株式会社 

代表取締役社長
1997年11月  スリーコムジャパン株式会社 

代表取締役副社長
1998年10月  日本ルーセントテクノロジー株式会社 

取締役事業部長
2000年10月 日本アバイア株式会社代表取締役社長
2005年3月  株式会社ネットインデックス 

（現 株式会社ネクスグループ） 
代表取締役社長

2007年11月  株式会社インデックス・ホールディングス 
取締役

2009年6月 当社常勤監査役（現任）

蜂谷 英夫
監査役（社外） 
当社ガバナンス委員会委員
1968年4月 本田技研工業株式会社入社
1981年4月  第二東京弁護士会登録蜂谷法律事務所開所、 

同所代表弁護士（現任）
1991年6月 当社監査役
1995年6月 当社監査役退任
1999年6月 当社監査役（現任）

藤巻 和夫
監査役（社外） 
当社ガバナンス委員会委員
1976年4月 株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
1979年4月 三菱自動車工業株式会社入社
1989年11月  日興証券株式会社 

（現 SMBC日興証券株式会社）入社
1999年4月  太田昭和監査法人 

（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2002年4月 藤巻総合コンサルティング設立、同代表（現任）
2006年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役
2013年6月 当社監査役（現任）

56統合報告書 2020


