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カンパニーからの報告 Contents

取	締	役

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

2017.	 6	 当社代表取締役	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

2017.	 4	 当社取締役	専務執行役員	
全社研究開発管掌、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

2017.	 6	 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	社長執行役員（現職）

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）

※は執行役員制度導入（2008年4月）前の「常務取締役」です。

2009年から2015年まで6年間代表取締役社長、2015年
には代表取締役会長に就任し、取締役会の議長として取締
役会を適切に運営するとともに当社グループを代表して対
外業務にあたっており、取締役会の意思決定機能と業務執
行の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

2015年3月に代表取締役社長に就任して以来、当社の業
務執行最高責任者として､中期経営計画達成を目指し強
いリーダーシップを発揮するとともに重要な業務執行の決
定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、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

2015年4月に環境・ライフラインカンパニープレジデントに
就任し、同事業の構造改革と収益力強化をけん引した強い
リーダーシップと豊富な経験・実績、さらに､取締役としての
任務を通じて経営に関する高い知見と監督能力を有してい
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、取締役に選任しています。

選任理由

当社の研究開発分野の最高責任者として、当社の際立つ技
術と品質で社会の信頼を獲得する製品を市場に送り出す原
動力となるとともに、取締役としての任務を通じて経営に関
する高い知見と監督能力を有していることから、当社グルー
プの企業価値向上にさら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

2014年3月に住宅カンパニープレジデントに就任し、同事
業の収益力強化を推進した強いリーダーシップと豊富な経
験・実績、さらに、取締役としての任務を通じて経営に関する
高い知見と監督能力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、取締役に
選任しています。

選任理由

Corporate Governance

取締役、監査役、執行役員

取締役、監査役、執行役員

代表取締役
専務執行役員
久保　肇

取締役
専務執行役員
上ノ山　智史

代表取締役社長
社長執行役員
髙下　貞二

取締役
専務執行役員
関口　俊一

取締役会長
根岸　修史
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取	締	役

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

2016.	 6	 当社取締役（現職）

2017.	 6	 双日株式会社特別顧問（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

2012.	 4	 株式会社三越伊勢丹代表取締役会長	
執行役員

2013.	 6	 当社取締役（現職）

2017.	 4	 株式会社三越伊勢丹ホールディングス	
代表取締役会長	
株式会社三越伊勢丹代表取締役会長

2017.	 6	 株式会社三越伊勢丹ホールディングス	
特別顧問（現職）、	
株式会社三越伊勢丹特別顧問（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

2017.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
経営管理部担当、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

2017.	 4	 当社取締役	常務執行役員	
法務部担当、人事部長（現職）

社外取締役
加瀬　豊

社外取締役
石塚　邦雄

取締役
専務執行役員
加藤　敬太

取締役
常務執行役員
平居　義幸

取締役
常務執行役員
竹友　博幸

2014年3月に高機能プラスチックスカンパニープレジデン
トに就任し、同事業の業容拡大をけん引した強いリーダー
シップと豊富な経験・実績、さらに､取締役としての任務を通
じて経営に関する高い知見と監督能力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､取締役に選任しています。

選任理由

2015年6月に取締役に就任し、主に経営戦略部長として、
これまでの豊富な経験を通じて得た知見を活かし、全社視
点の経営戦略の立案や株主との建設的な対話を推進する
とともに、取締役としての任務を遂行していることから、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、取締役に選任しています。

選任理由

2016年6月に取締役に就任し､法務部担当、人事部長とし
て､これまでの豊富な経験を通じて得た知見を活かし､ダイ
バーシティ経営やコンプライアンス体制構築の取り組みを
推進するとともに、取締役としての任務を遂行していること
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､取締役に選任しています。

選任理由

当社の社外取締役就任後、第一線の小売サービス業の経
営者として培われた企業経営に関する豊富な知見とリー
ダーシップを活かし、当社の経営への助言や業務執行に対
する適切な監督を行っていることから、当社グループの企
業価値向上に寄与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

当社の社外取締役就任後、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に関する豊富な経験
と実績を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する
適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価
値向上に寄与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

Corporate Governance

取締役、監査役、執行役員

取締役、監査役、執行役員

2016年度取締役会の出席状況
開催17回　出席15回（出席率88.2%）
指名・報酬等諮問委員会委員長

2016年度取締役会の出席状況
開催13回　出席13回（出席率100%）
指名・報酬等諮問委員会委員
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社長執行役員
髙下　貞二

常勤監査役
長沼　守俊

常勤監査役
濱部　祐一

社外監査役
小澤　徹夫
弁護士
2016年度活動状況
取締役会出席率：	94.1%
監査役会出席率：	94.4%
指名・報酬等諮問委員会委員
主に弁護士としての専門的見地から当社グループの
コンプライアンス体制の構築・維持についての発言
を適宜行っています。

社外監査役
西　育良
公認会計士
2016年度活動状況
取締役会出席率：	100%
監査役会出席率：	100%
公認会計士として主に財務・会計等の専門的見地から
議案の審議に必要な発言を適宜行っています。

社外監査役
鈴木　和幸
国立大学法人	電気通信大学
名誉教授
2016年度活動状況
取締役会出席率：	94.1%
監査役会出席率：	94.4%
品質管理並びに信頼性⼯学に関する高い見識と豊
富な経験を活かし、議案の審議に必要な発言を適宜
行っています。

監	査	役 執行役員

Corporate Governance

取締役、監査役、執行役員

取締役、監査役、執行役員

コーポレート

専務執行役員	
上ノ山　智史	
全社研究開発管掌、ＬＢプロジェクトヘッド	

常務執行役員	
平居　義幸	
経営管理部担当、経営戦略部長	

常務執行役員	
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	

執行役員	
小笠　眞男	
Ｒ＆Ｄセンター所長

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	
プレジデント	

常務執行役員	
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	

執行役員	
荒尾　隆嗣	
積水マテリアルソリューションズ株式会社
代表取締役社長

環境・ライフラインカンパニー

専務執行役員	
久保　肇	
プレジデント	

常務執行役員	
西村　章	
経営企画部長	

執行役員	
野力　優	
シート事業部長	

執行役員	
藤井　清	
東日本支店長	

執行役員	
西村　雅文	
プラントシステム事業部長	

執行役員	
岸谷　岳夫	
建材事業部長

住宅カンパニー

専務執行役員	
関口　俊一
プレジデント	

常務執行役員	
黒木　和清
住宅営業統括部長		

常務執行役員	
上脇　太
商品開発部長	

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	
リフォーム営業統括部長	

執行役員	
古賀　信一郎	
技術・ＣＳ部長	

執行役員	
吉田　匡秀	
セキスイハイム中部株式会社代表取締役社長	


