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  各  位 

 
東京都中央区晴海二丁目５番２４号 

                     株 式 会 社 ピ ー エ ス 三 菱 
代表者名  取締役社長  勝 木 恒 男 

 （コード番号１８７１ 東証第１部） 
問合せ先  総務人事部長  松 尾   潔 

                       （Ｔｅｌ．０３－６３８５－８００２） 
 

    

 
執行役員異動及び主要人事異動に関するお知らせ 

 
１．執行役員異動 
（１）新任執行役員 
 平成２１年４月１日付 

新役職名 現役職名 氏 名 
執行役員 
土木本部副本部長兼土木部長

理事 
土木本部副本部長兼土木部長 小林  康人 

執行役員 
東京支店副支店長兼建築営

業部長 

理事 
首都圏建築支社副支社長兼東

京建築支店長 
不動  正廣 

（２）退任執行役員 
 平成２１年３月３１日付 

新役職名 現役職名 氏 名 
※理事 
土木本部担当 

常務執行役員 
土木本部担当 常陸  壯介 

※顧問 
土木本部担当 

常務執行役員 
西日本支社長 小林  勤一 

※理事 
土木本部担当 

常務執行役員 
土木本部担当 高野   彬 

※顧問 
土木本部担当 

常務執行役員 
東日本支社長 阿部  銀二 

※顧問 
土木本部担当 

執行役員 
土木本部副本部長兼社長室工

務監督室長 
猪俣   明 

※理事 
土木本部担当 

執行役員 
土木本部副本部長 辻    治 

※顧問 
建築本部担当 

執行役員 
建築本部副本部長 小野寺  哲 

※顧問、理事については４月１日付で就任予定 
 
 



 
 
 
２．主要人事異動 
 平成２１年４月１日付 

新役職名 現役職名 氏 名 
常務執行役員 
東京支店長 

常務執行役員 
首都圏建築支社長 田中   哲 

取締役執行役員 
技術本部長兼工務監督室

長・安全品質環境担当 

取締役執行役員 
技術本部長兼技術推進部長・

安全品質環境担当 
野村  貞廣 

執行役員 
社長補佐 

執行役員 
社長室長 麻生  博文 

執行役員 
大阪支店長 

執行役員 
西日本支社副支社長兼九州支

店長 
蔵本   修 

執行役員 
名古屋支店長 

執行役員 
東日本支社副支社長兼名古屋

支店長 
森   拓也 

 
３．人事異動 
   平成２１年４月１日付 

新役職名 現役職名 氏 名 

本社経営監査室長 
本社社長室ＣＳＲ推進室長兼

経営戦略部グループリーダー 
中山   進 

本社経営企画室長 本社社長室経営戦略部長 長沢   收 

本社経営企画室部長兼関連

事業グループリーダー 

本社社長室関連事業部長兼社

長室長付 
小山  靖志 

本社安全品質環境室長 
本社管理本部安全品質環境部

長 
丸一  壽朗 

本社安全品質環境室部長（東

京支店駐在） 

首都圏建築支社安全品質環境

部長兼品質管理グループリー

ダー 

須賀   彰 

本社安全品質環境室部長（大

阪支店駐在） 

西日本支社安全品質環境部長

兼安全環境グループリーダー 
伊藤  勝人 

本社管理本部副本部長 
本社管理本部副本部長兼財務

部長 
権藤  智丸 

本社管理本部法務・ＣＳＲ推

進部長兼ＣＳＲ推進グルー

プリーダー 

本社管理本部総務人事部長兼

秘書室長 
松尾   潔 

本社管理本部総務人事部長 
本社管理本部総務人事部長代

理兼社員研修所長 
飯沼  久志 

本社管理本部経理・財務部長 本社管理本部経理部長 松本  俊章 

本社管理本部購買部長 

本社管理本部購買部長兼東日

本支社購買部長兼本社社長室

工務監督室長付 

松山  幸二 

本社管理本部情報システム

部長 

本社社長室情報システム部長 
佐藤   覚 

本社土木本部土木部部長兼

土木営業部部長 

本社土木本部土木部部長兼土

木営業部部長 
志賀  正博 



 
 
 

新役職名 現役職名 氏 名 

本社土木本部土木部部長兼

海外グループリーダー 

本社土木本部海外部長兼営業

グループリーダー 
安高  浩一 

本社土木本部土木営業部部

長兼東京支店土木営業部部

長 

東日本支社開発部長代理兼環

境関連グループリーダー兼本

社土木本部土木営業グループ

リーダー 

渡邉  英治 

本社土木本部土木営業部長

兼土木営業グループリーダ

ー 

本社土木本部営業部長兼営業

企画部長 佐藤  幸一 

本社土木本部基礎部長兼土

木営業部部長兼技術本部技

術研究所長 

本社土木本部基礎部長 中井  将博 

本社建築本部副本部長 本社建築本部ＰＣ建築部長 戸澗   隆 

本社建築本部建築企画部長

兼企画グループリーダー 
本社建築本部建築企画部長 正木  慎一 

本社建築本部建築営業部長 本社建築本部営業推進部長 冨田   浩 

本社建築本部建築営業部部

長 

本社建築本部営業推進部 
和田  初喜 

本社建築本部建築営業部部

長 

本社建築本部営業部 
福岡  広造 

本社建築本部建築部長 
本社建築本部建築部長兼生産

技術部長 
小長光 公和 

本社建築本部設計部長 本社建築本部設計部長代理 中島   博 

本社建築本部設計部部長 本社建築本部設計部長代理 浜戸   昇 

本社技術本部技術部長 
本社技術本部土木技術部長兼

社長室工務監督室長付 
西垣  義彦 

本社技術本部技術部部長 
本社技術本部開発メンテナン

ス部長 
渡辺   寛 

本社技術本部技術部部長 本社技術本部建築技術部長 浜田  公也 

東京支店副支店長 
東日本支社東京土木支店長兼

土木営業部長兼横浜営業所長 
塚原  明彦 

東京支店副支店長 
首都圏建築支社副支社長兼東

京建築支店横浜支店長 
坂田  武司 

東京支店管理部長 
東日本支社管理部長兼総務グ

ループリーダー 
松本   敬 

東京支店管理部部長（購買担

当） 

首都圏建築支社購買部長兼本

社管理本部購買部グループリ

ーダー 

保科  直広 

東京支店土木営業部長兼工

事検査室長付 

東日本支社開発部長兼工事検

査室長付 
川本  幸広 

東京支店土木営業部部長兼

ＭＧ対策グループリーダー 

東日本支社東京土木支店土木

営業部部長兼ＭＧ対策グルー

プリーダー 

森島   修 

東京支店土木営業部部長 

東日本支社東京土木支店土木

営業部土木営業グループリー

ダー 

中西  郁郎 



 
 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京支店土木工務部長兼工

事検査室長付 

東日本支社工務部長兼工事検

査室長付 
森   勝茂 

東京支店土木工務部部長 
東日本支社工務部技術営業推

進グループリーダー 
大山  博明 

東京支店土木工事部長 東日本支社土木部長 山村  幸三 

東京支店土木工事部部長 

東日本支社土木部部長兼工務

部技術営業推進グループリー

ダー 

久保  充彦 

東京支店土木工事部部長（東

北支店駐在） 

東日本支社土木部部長（東

北・札幌支店駐在） 
柾谷  孝志 

東京支店土木工事部部長（名

古屋支店駐在） 

東日本支社土木部部長（名古

屋・北陸支店駐在） 
小谷  憲一 

東京支店設計センター長兼

工事検査室長 

東日本支社設計センター長兼

工事検査室長 
三島  康造 

東京支店建築営業部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

東京建築支店ＰＣ営業部長兼

工事検査室長付 

工藤  憲治 

東京支店建築営業部部長 
首都圏建築支社東京建築支店

営業部長 
中村  良男 

東京支店建築営業部部長兼

横浜営業所長 

首都圏建築支社東京建築支店

営業部部長 
田力  英一 

東京支店建築営業部部長 

首都圏建築支社東京建築支店

営業部長代理兼住宅開発グル

ープリーダー 

国井  善嗣 

東京支店建築営業部部長 
首都圏建築支社東京建築支店

営業部長代理 
山口  誠彦 

東京支店建築積算部長 首都圏建築支社積算部長 神田  茂樹 

東京支店建築設備部長 首都圏建築支社設備部長 安川  昌志 

東京支店建築工務部長兼工

務グループリーダー兼営繕

グループリーダー兼工事検

査室長 

首都圏建築支社工務部長兼工

務グループリーダー兼施工管

理グループリーダー兼工事検

査室長 

鈴木  康之 

東京支店建築工事部長 
東日本支社副支社長兼建築部

長 
北村  和弘 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

工事第一グループリーダー兼

工事検査室長付 

今井   宏 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

工事第五グループリーダー兼

工事検査室長付 

糸山  博文 

東京支店建築工事部部長兼工

事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

工事第二グループリーダー兼

工事検査室長付 

黒柳  辰弥 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

工事第三グループリーダー兼

工事検査室長付 

八木  秀幸 



 
 
 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長兼

工事第四グループリーダー兼

工事検査室長付 

菊地  正見 

東京支店建築工事部部長 
首都圏建築支社建築部工事第

五グループリーダー 
高久  尚二 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付 

首都圏建築支社建築部部長代

理兼工事検査室長付 
白戸  和男 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付（東北支店駐

在） 

東日本支社建築部部長兼工事

検査室長付（東北・札幌支店

駐在） 

山田  宏志 

東京支店建築工事部部長兼

工事検査室長付（名古屋支店

駐在） 

東日本支社建築部建築工事グ

ループリーダー兼工事検査室

長付（名古屋支店駐在） 

春日  達雄 

東北支店長 東日本支社東北支店長 仲西  正藏 

東北支店副支店長 
東日本支社東北支店札幌支店

長 
宮越  雅久 

東北支店副支店長兼建築営

業部長 

東日本支社東北支店副支店長

兼建築営業部長 
伊東 秀次郎 

東北支店土木営業部長 
東日本支社東北支店土木営業

部長 
桜林 美津雄 

東北支店建築営業部部長兼

ＰＣ営業グループリーダー 

東日本支社東北支店建築営業

部部長兼ＰＣ営業グループリ

ーダー 

高野  清光 

東北支店建築営業部部長兼

東京支店工事検査室長付 

東日本支社東北支店建築営業

部札幌建築営業所長兼工事検

査室長付 

沖本  紀明 

名古屋支店副支店長兼金沢

営業所長 

東日本支社名古屋支店北陸支

店営業グループリーダー 
松本  一昭 

名古屋支店副支店長兼建築

営業部長兼東京支店工事検

査室長付 

東日本支社建築部部長兼工事

検査室長付（名古屋支店駐在）

 

瀧   芳明 

名古屋支店土木営業部長 
東日本支社名古屋支店土木営

業部長 
菅野  則夫 

名古屋支店土木営業部部長 

東日本支社名古屋支店土木営

業部長代理兼ＰＣ営業グルー

プリーダー 

外池  功一 

大阪支店副支店長 
西日本支社副支社長兼建築部

長 
伊藤  博通 

大阪支店工事検査室長 

西日本支社設計センター長兼

工事検査室長兼安全品質環境

部品質管理グループリーダー 

畑仲  俊治 

大阪支店管理部長 西日本支社管理部長 宮内  政則 

大阪支店管理部部長（購買担

当） 

西日本支社購買部長 
下辻  智幸 

大阪支店土木営業部長 西日本支社開発部長 土井  政治 



 
 
 

新役職名 現役職名 氏 名 

大阪支店土木営業部部長 
西日本支社大阪支店土木営業

部ＰＣ営業グループリーダー 
藤原  博之 

大阪支店土木営業部部長 
西日本支社大阪支店土木営業

部土木営業グループ 
市橋  耕二 

大阪支店土木工務部長 西日本支社工務部長 溝端  博之 

大阪支店土木工務部部長 西日本支社工務部部長 河田  康彦 

大阪支店土木工務部部長 西日本支社土木部部長 前田  文男 

大阪支店土木工務部部長兼

技術営業推進グループリー

ダー 

本社技術本部土木技術部長代

理兼グループリーダー 伊藤  祐一 

大阪支店土木工事部長 西日本支社土木部長 宮脇  裕明 

大阪支店土木工事部部長 
西日本支社土木部部長（広島

支店駐在） 
向山  政信 

大阪支店土木工事部部長 
西日本支社土木部土木工事グ

ループリーダー 
亘   義雄 

大阪支店土木工事部部長（広

島支店駐在） 

西日本支社土木部１級工事長

（九州支店駐在） 
蒲生 登美男 

大阪支店土木工事部部長（九

州支店駐在） 

西日本支社土木部部長（九州

支店駐在） 
高野   諭 

大阪支店設計センター長兼

工事検査室長付 

西日本支社設計センター長代

理兼工事検査室長付 
小林   仁 

大阪支店建築営業部長 
西日本支社大阪支店建築営業

部建築営業グループリーダー 
松島  敏弘 

大阪支店建築営業部部長兼

ＰＣ営業グループリーダー 

西日本支社大阪支店建築営業

部部長兼ＰＣ営業グループリ

ーダー 

橋本  健男 

大阪支店建築営業部部長 
西日本支社大阪支店建築営業

部建築営業グループリーダー 
櫛田  孝喜 

大阪支店建築部長兼工事検

査室長付 

西日本支社建築部部長兼工事

検査室長付 
高野  洋一 

大阪支店建築部部長兼工事

検査室長付（九州支店駐在） 

西日本支社建築部部長兼工事

検査室長付（九州支店駐在） 
阿多  幸也 

大阪支店建築部部長兼工事

検査室長付（九州支店駐在） 

西日本支社建築部工務グルー

プリーダー兼工事検査室長付

（九州支店駐在） 

上薗  一男 

広島支店長 西日本支社広島支店長 川原  利朗 

広島支店土木営業部長 
西日本支社広島支店副支店長

兼土木営業部長 
金井  良樹 

九州支店長 
西日本支社大阪支店長兼土木

営業部長 
鈴木  義晃 

九州支店副支店長兼建築営業

部長 

西日本支社九州支店建築営業

部長 
和泉  政義 

九州支店土木営業部長 
西日本支社九州支店副支店長

兼土木営業部長 
牧野  正明 

九州支店土木営業部部長 
西日本支社九州支店土木営業

部ＰＣ営業グループリーダー 
横山  順一 



 
 
 

新役職名 現役職名 氏 名 

九州支店建築営業部部長 
西日本支社九州支店建築営業

部建築営業グループリーダー 
光田  秀幸 

九州支店建築営業部部長 
西日本支社九州支店建築営業

部長代理 
森田  輝生 

 

 

（ご参考） 

新執行体制 
（※は取締役兼務、下線部分は、新任執行役員並びに職務変更） 

※社長執行役員                                   勝 木 恒 男 
 ※常務執行役員（建築本部長）                     松 下 基 生    
 ※常務執行役員（土木本部長）                   杉 本 武 司     

常務執行役員（東京支店長）           田 中   哲 

 ※執行役員（建築本部副本部長・海外事業担当）    久 保 敬 三     
 ※執行役員                    野 村 貞 廣 

（技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当） 
執行役員（建築本部副本部長）          綿 村 正 明     
執行役員（建築本部副本部長）          宍 戸   勝 
執行役員（社長補佐）              麻 生 博 文 
執行役員（大阪支店長）                蔵 本   修 
執行役員（名古屋支店長）             森   拓 也 

※執行役員（管理本部長・ＣＳＲ担当）       中 田 俊 一 
執行役員（土木本部副本部長兼土木部長）     小 林 康 人（新任） 
執行役員（東京支店副支店長兼建築営業部長）   不 動 正 廣（新任） 

執行役員   １４名（うち取締役兼務６名） 
 

                       以 上 
 
 


