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平成 25 年 2 月 12 日 

各   位 

 

 

会 社 名 戸田建設株式会社 

代表者名 代表取締役社長 井上 舜三 

（コード：1860、東証・大証各第一部） 

問合せ先 執行役員総務部長 大友 敏弘 

（TEL．03－3535－1357） 

 

 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

 本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたし

ます。なお取締役の異動につきましては、本年６月下旬開催の定時株主総会の承認を経て取締役

会において正式に決定する予定です。 

 

記 

   

１．異動の理由 

 当期業績の大幅な悪化を受け、経営体制を変更するものです。 

 

２．異動の内容 

 （１）代表取締役の異動（平成25年６月下旬予定） 

①退任予定代表取締役  

代表取締役会長    加藤 久郎 （取締役についても退任の予定） 

代表取締役社長    井上 舜三 （取締役についても退任の予定） 

 

②就任予定代表取締役 

代表取締役社長    今井 雅則 （現 常務執行役員大阪支店長） 

代表取締役      宮﨑  泰 （現 執行役員関東支店長） 
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（２）その他の取締役の異動（（１）に記載したものを除く：平成25年６月下旬予定） 

①退任予定取締役 

取締役        白井 正幸 

取締役        山下 雅己 

取締役相談役     岡  敏朗 

 

②就任予定取締役 

取締役        早川  誠 （現 執行役員本社建築工務部長） 

取締役        山木  昇 （現 執行役員本社土木工事統轄部長） 

 

 

（３）新代表取締役の略歴 

代表取締役 

氏  名   今井 雅則（いまい まさのり） 

生年月日   昭和２７年７月２１日 

略  歴   昭和５３年 ３月  大阪大学大学院工学研究科前期課程建築専攻修了 

       昭和５３年 ４月  当社に入社 

       平成１３年１０月  当社大阪支店京滋建築総合営業所長 

       平成１６年 ２月  当社大阪支店支店次長（建築営業担当） 

       平成１７年 ４月  当社大阪支店副店長（建築営業担当） 

       平成１９年 ２月  当社大阪支店副店長（建築担当） 

       平成２０年 ４月  当社執行役員 

       平成２１年 ８月  当社大阪支店長（現任） 

                 当社常務執行役員（現任） 

所有株式数  6,000株（平成２５年１月末現在） 

 

代表取締役 

氏  名   宮﨑  泰（みやざき やすし） 

生年月日   昭和２１年１０月２日 

略  歴   昭和４４年 ３月  駒澤大学経済学部経済学科卒業 

       昭和４５年 ７月  当社に入社 

       平成 ７年１０月  当社関東支店埼玉建築総合営業所長 

       平成 ９年 ４月  当社大阪支店営業部長（建築） 

       平成１２年 ９月  当社関東支店埼玉建築総合営業所長 

       平成１４年 ２月  当社関東支店支店次長（建築営業担当） 

       平成１９年 ４月  当社関東支店長（現任） 

       平成２０年 ４月  当社執行役員（現任） 

所有株式数  10,000株（平成２５年１月末現在） 
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（ご参考） 

１．取締役の一覧（平成25年6月下旬予定） 

氏 名 役 職 
今井 雅則 代表取締役社長 
野村  昇 代表取締役 
鞠谷 祐士 代表取締役 
宮﨑  泰 代表取締役 
戸田 秀茂 取締役 
早川  誠 取締役 
山木  昇 取締役 

 

２．執行役員の一覧（平成25年6月下旬予定） 

氏 名 役職及び担当 
今井 雅則 執行役員社長 
野村  昇 専務執行役員 土木本部本部長 
鞠谷 祐士 専務執行役員 管理本部本部長 
宮﨑  泰 専務執行役員 建築本部本部長 建築営業統轄部長 
早川  誠 常務執行役員 建築工事統轄部長 
山木  昇 常務執行役員 土木工事統轄部長 
福島 克彰 常務執行役員 東京支店長 
山根 一男 常務執行役員 土木本部執務 
西澤  豊 常務執行役員 建築本部執務 
秋場 俊一 常務執行役員 土木営業統轄部長 
山口 哲永 常務執行役員 大阪支店長 
佐橋 輝男 執行役員   横浜支店長 
多田 幸司 執行役員   土木本部執務 
西牧 武志 執行役員   国際支店長 
宮﨑 博之 執行役員   九州支店長 
海老原恵一 執行役員   管理本部執務 
横溝 祐次 執行役員   関東支店長 
大友 敏弘 執行役員   総務部長 
太田 哲夫 執行役員   人事部長 
平田 俊男 執行役員   東京支店副店長（建築担当） 
岡部 健一 執行役員   不動産事業部長 不動産事業推進部長 
植草  弘 執行役員   東京支店副店長（土木担当） 
深代 尚夫※ 執行役員   名古屋支店長 
高増 英雄※ 執行役員   建築本部執務 
山本 嘉彦※ 執行役員   建築設計統轄部長 
高橋 浩一※ 執行役員   土木本部執務 
光用  薫※ 執行役員   建築本部執務 
松島 孝悟※ 執行役員   医療福祉部長 
澁谷 由規※ 執行役員   秘書部長 広報・ＣＳＲ部長 
大内  仁※ 執行役員   リニューアル営業部長 
※新任執行役員（平成25年4月1日付） 

以 上  


