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取締役、監査役、執行役員

1980.	 4	 当社入社

2008.	 4	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

2010.	 1	 当社執行役員CSR部長

2010.	 6	 当社取締役	執行役員	
コーポレートコミュニケーション部担当、	
渉外部長兼CSR部長

2011.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
コーポレートコミュニケーション部担当、	
渉外部長兼CSR部長

2012.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
法務部担当、CSR部長兼	
コーポレートコミュニケーション部長

2013.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

2014.	 3	 当社取締役	常務執行役員	
経営管理部担当、経営企画部長

2014.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
経営管理部担当、経営企画部長

2015.	 3	 当社取締役	専務執行役員	
経営管理部担当、経営企画部長兼CSR部長兼	
コーポレートコミュニケーション部長

2015.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
環境・ライフラインカンパニープレジデント（現職）

1980.	 4	 当社入社

2009.	 4	 当社執行役員	
R＆Dセンター所長

2011.	 4	 当社常務執行役員	
R＆Dセンター所長

2011.	 6	 当社取締役	常務執行役員	
R＆Dセンター所長

2014.		4	 当社取締役	専務執行役員	
R＆Dセンター所長

2016.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
R＆Dセンター所長兼LBプロジェクトヘッド（現職）

1971.	 4	 当社入社

2003.	 6	 当社取締役	
経営管理部長

2005.	 4	 当社常務取締役※	
経営管理部長

2007.	10	 当社常務取締役※	
コーポレートコミュニケーション部担当、	
経営管理部長

2008.	 4	 当社常務取締役※	専務執行役員CFO、	
コーポレートコミュニケーション部担当、	
経営管理部長

2008.	 6	 当社取締役	専務執行役員CFO、	
コーポレートコミュニケーション部担当、	
経営管理部長

2008.	10	 当社取締役	副社長執行役員CFO、	
コーポレートコミュニケーション部および	
経営管理部担当

2009.	 3	 当社代表取締役社長	社長執行役員

2015.	 3	 当社代表取締役会長（現職）

1976.	 4	 当社入社

2005.	 6	 当社取締役	
名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長

2005.	10	 当社取締役	
住宅カンパニープレジデント室長

2006.	 4	 当社取締役	
住宅カンパニー企画管理部長

2007.	 4	 当社取締役	
住宅カンパニー住宅事業部長兼	
企画管理部長

2007.	 7	 当社取締役	
住宅カンパニー営業部担当、	
住宅事業部長

2008.	 2	 当社取締役	
住宅カンパニープレジデント､	
営業部担当､住宅事業部長

2008.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
住宅カンパニープレジデント

2009.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
住宅カンパニープレジデント

2014.	 3	 当社取締役	専務執行役員	
CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

2015.	 3	 当社代表取締役社長		
社長執行役員（現職）

※は執行役員制度導入（2008年4月）前の「常務取締役」です。

取 締 役

1978.	 4	 当社入社

2008.	 4	 当社執行役員	
住宅カンパニー住環境事業部長および	
ストック事業推進グループ長

2010.	 7	 当社執行役員	
住宅カンパニー住環境事業部長

2013.	 1	 当社執行役員	
住宅カンパニー広報・渉外部担当、	
住環境事業部長兼プレジデント室長

2013.	 4	 当社常務執行役員	
住宅カンパニー広報・渉外部担当、	
住宅営業統括部長兼プレジデント室長

2014.	 1	 当社常務執行役員	
住宅カンパニー広報・渉外部担当、	
プレジデント室長

2014.	 3	 当社常務執行役員	
住宅カンパニープレジデント

2014.	 6	 当社取締役	常務執行役員	
住宅カンパニープレジデント

2015.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
住宅カンパニープレジデント（現職）

取締役
久保　肇

専務執行役員

取締役
上ノ山　智史

専務執行役員

代表取締役社長
髙下　貞二

社長執行役員

取締役
関口　俊一

専務執行役員

代表取締役会長
根岸　修史

主に財務・会計関連業務を歴任し、2009年から2015年ま
で6年間代表取締役社長、また、2015年からは代表取締役
会長として取締役会の議長および当社グループを代表し対
外業務にあたっており、当社における豊富な業務経験と実績
をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能を一層
強化することができると判断し、取締役に選任しています。

選任理由

長年にわたり住宅事業に従事し、ＣＳＲ部長兼コーポレートコ
ミュニケーション部長を経て、2015年から代表取締役社長
を務めており、これまでの豊富な業務経験と、当社の経営を
担う知見を有していることから、当社グループの企業価値
向上に寄与することができると判断し、業務執行最高責任
者として取締役に選任しています。

選任理由
主に高機能プラスチックス事業に従事し、コーポレートコ
ミュニケーション部、法務部、経営管理部の担当取締役を経
て、現在は環境･ライフラインカンパニープレジデントを務め
ており、当社における豊富な業務経験と経営全般に関する
知見を有していることから、取締役に選任しています。

選任理由

長年にわたり当社の研究開発関連業務に携わり、2009年
からはR&Dセンター所長として当社の際立つ技術と品質で
社会からの信頼を獲得する製品を市場に送り出す原動力と
なってきました。これらを通じて得た知見が当社グループの
企業価値向上に寄与することができると判断し、取締役に
選任しています。

選任理由

主に住宅事業に従事し、住環境事業部長や広報・渉外部担
当、住宅営業統括部長、プレジデント室長を経て、現在は住
宅カンパニープレジデントを務めており、当社の主力事業で
ある住宅事業における豊富な経験と経営全般に関する知見
を有していることから、取締役に選任しています。

選任理由
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1970.	 5	 日商岩井株式会社入社

2001.	 6	 同社執行役員

2003.	 4	 同社取締役常務執行役員

2004.	 4	 旧双日株式会社代表取締役専務執行役員

2004.	 8	 同社代表取締役副社長執行役員

2005.	10	 双日株式会社代表取締役副社長執行役員

2007.	 4	 同社代表取締役社長CEO

2012.	 4	 同社代表取締役会長（現職）

2016.	 6	 当社取締役（現職）

1972.	 5	 株式会社三越入社

2003.	 2	 同社執行役員	
業務部長

2004.	 3	 同社上席執行役員	
経営企画部長

2005.	 3	 同社常務執行役員	
営業企画本部長

2005.	 5	 同社代表取締役社長執行役員兼	
営業企画本部長

2006.	 2	 同社代表取締役社長執行役員

2008.	 4	 株式会社三越伊勢丹ホールディングス	
代表取締役社長執行役員

2012.	 2	 株式会社三越伊勢丹ホールディングス	
代表取締役会長執行役員（現職）

2012.	 4	 株式会社三越伊勢丹代表取締役会長	
執行役員（現職）

2013.	 6	 当社取締役（現職）

1980.	 4	 当社入社

2008.	 4	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長

2011.	 7	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長

2013.	 3	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長
兼開発研究所長

2013.	10	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー開発研究所長

2014.	 3	 当社常務執行役員	
高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2014.	 6	 当社取締役	常務執行役員	
高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2015.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
高機能プラスチックスカンパニープレジデント（現職）

1985.	 4	 当社入社

2009.	 3	 当社高機能プラスチックスカンパニー	
フォーム事業部長

2014.	 4	 当社執行役員	
高機能プラスチックスカンパニー	
フォーム事業部長

2015.	 4	 当社執行役員	
CSR推進部担当、経営戦略部長

2015.	 6	 当社取締役	執行役員	
CSR推進部担当、経営戦略部長（現職）

1985.	 4	 当社入社

2003.	10	 当社高機能プラスチックスカンパニー	
総務部長

2011.	 4	 積水メディカル株式会社取締役

2014.	 9	 当社CSR部人事グループ長

2015.	 4	 当社執行役員人事部長

2016.	 4	 当社執行役員法務部担当、人事部長

2016.		6	 当社取締役　執行役員	
法務部担当、人事部長（現職）

取 締 役

社外取締役
加瀬　豊

社外取締役
石塚　邦雄

取締役
加藤　敬太

専務執行役員

取締役
平居　義幸

執行役員

取締役
竹友　博幸

執行役員

主に高機能プラスチックス事業に従事し、中間膜事業部長、
新事業推進部長、開発研究所長を経て、現在は高機能プ
ラスチックスカンパニープレジデントを務めており、長年グ
ローバル事業に従事した豊富な経験を持ち、当社が強化拡
大に取り組んでいるグローバル化をはじめ、経営全般に関
する知見を有していることから、取締役に選任しています。

選任理由

主に高機能プラスチックス事業に従事し、フォーム事業部長
を経て、現在はCSR推進部担当、経営戦略部長を務めてお
り、これまでの豊富な経験を通じて得た知見を全社視点か
らの経営戦略の立案に活かすことにより、当社グループの
企業価値向上に寄与することができると判断し、取締役に
選任しています。

選任理由

主に人事関連業務に従事し、積水メディカル株式会社取締
役を経て、執行役員法務部担当、人事部長を務めており、
これまでの豊富な経験を通じて得た知見を活かして、ダイ
バーシティ経営とコンプライアンス体制構築を推進すること
により、当社グループのさらなる企業価値向上に寄与する
ことができると判断し、取締役に選任しています。

選任理由

株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役会長執
行役員ならびに株式会社三越伊勢丹代表取締役会長執行
役員を務め、第一線の小売サービス業の経営者としての経
験と知識を活かした助言など、今後も豊富な会社経営に関
する見識を当社グループの経営に反映していただけるもの
と判断し、社外取締役に選任しています。

選任理由

双日株式会社代表取締役会長を務め、総合商社の経営者
として培われたグローバルな企業経営や経営戦略などに関
する豊富な経験と実績を有しており、国際的な知識と経験
を活かした助言をいただくことが、当社グループのグローバ
ル化を推進する上で有用であると判断し、社外取締役に選
任しています。

選任理由
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社長執行役員
髙下　貞二

住宅カンパニー

専務執行役員
関口　俊一
住宅カンパニープレジデント

執行役員
渡辺　博行
セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長

執行役員
上脇　太
商品開発部長

執行役員
黒木　和清
セキスイハイム九州株式会社代表取締役社長

執行役員
神吉　利幸
東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

執行役員
八木　健次
セキスイハイム近畿株式会社代表取締役社長

執行役員
桶谷　省
営業統括部長

執行役員
古賀　信一郎
技術・CS部長

環境・ライフラインカンパニー

専務執行役員
久保　肇
環境・ライフラインカンパニープレジデント

執行役員
野力　優
管路更生海外事業部担当、シート事業部長

執行役員
佐藤　公厚
アジア統括部長

執行役員
西村　章
経営企画部長

高機能プラスチックスカンパニー

専務執行役員
加藤　敬太
高機能プラスチックスカンパニープレジデント

執行役員
福永　年隆
エレクトロニクス分野担当、技術・CS部長

執行役員
與倉　克久
購買部長

執行役員
向井　克典
新事業推進部長兼開発研究所長

執行役員
清水　郁輔
車輌・輸送分野担当、フォーム事業部長

執行役員
紺野　俊雄
住インフラ材分野担当、機能樹脂事業部長

コーポレート

専務執行役員
上ノ山　智史
R&Dセンター所長兼LBプロジェクトヘッド

執行役員
平居　義幸
CSR推進部担当、経営戦略部長

執行役員
長沼　守俊
経営管理部長

執行役員
竹友　博幸
法務部担当、人事部長

執行役員
小林　仁
生産力革新センター所長

常勤監査役
後藤　高志

常勤監査役
濱部　祐一

社外監査役
小澤　徹夫
弁護士

社外監査役
西　育良
公認会計士

社外監査役
鈴木　和幸
国立大学法人	電気通信大学
大学院	教授

監 査 役 執行役員
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