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平成 29年 2月 20日 
各 位 
 上場会社名 五 洋 建 設 株 式 会 社 
 代 表 者 名 代表取締役社長 清水 琢三 
 コード番号 １８９３ 
 上場取引所 東証・名証各一部 
 問い合わせ先 経営企画部長 住田 佳津男 
  （TEL．03-3817-7545） 
 
 

代表取締役、取締役及び執行役員等の異動に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 29年 2月 20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役及び
執行役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、取締役の選任につきましては、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 67 期定時株主総会の

承認を経て正式に決定する予定です。 
 

記 
 
１．代表取締役の異動 
１）異動の理由 

    経営体制の更なる強化を図るため 
２）異動の内容 

    代表取締役 兼 執行役員副社長    植田 和哉 （現 取締役 兼 専務執行役員） 
３）就任予定日 

    平成 29年 4月 1日 
４）新任代表取締役の略歴 

    氏 名  植田 和哉 （うえだ かずや） 
    生年月日  昭和 33年 8月 2日（58歳） 
    学 歴  昭和 58年 3月   京都大学大学院工学研究科修士課程 修了 
    職 歴  昭和 58年 4月   当社入社 
 平成 23年 4月   当社執行役員 土木部門土木営業本部副本部長 
 平成 25年 4月   当社常務執行役員 土木部門土木営業本部副本部長 

兼 2020事業室担当 
 平成 26年 4月      当社常務執行役員 土木部門土木営業本部長 

兼 2020事業室担当 
 平成 26年 6月      当社取締役 兼 常務執行役員 同上 
 平成 27年 4月      当社取締役 兼 専務執行役員 

土木部門土木営業本部長 
現在に至る 

所有株式数 10,800株（平成 29年 2月 20日現在） 
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２．執行役員等の異動（平成 29年 4月 1日付） 
氏 名 新役職 現役職 

植田 和哉 代表取締役 兼 執行役員副社長 
土木部門担当 兼 土木部門土木営業本部長 

取締役 兼 専務執行役員 
土木部門土木営業本部長 

都甲 明彦 取締役 兼 執行役員副社長 
国際部門担当 

取締役 兼 専務執行役員 
国際部門長 

中満 祐二 取締役 兼 専務執行役員 
建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当 

取締役 兼 専務執行役員 
建築部門建築営業本部長 兼 安全品質環境担当 

野口 哲史 
取締役 兼 常務執行役員 
土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当 
兼 技術戦略室担当 

取締役 兼 常務執行役員 
土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当 
兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当 

五十嵐 信一 取締役 兼 常務執行役員 
建築部門担当（建築） 

取締役 兼 執行役員 
建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当 

稲富 路生 取締役 兼 常務執行役員 
経営管理本部長 兼 ＣＳＲ推進室長 

取締役 兼 執行役員 
経営管理本部長 兼 ＣＳＲ推進室長 

松山  章 常務執行役員 
大阪支店長 

執行役員 
大阪支店長 

佐々木 毅 常務執行役員 
建築部門担当 

執行役員 
建築部門担当 

大下 哲則 常務執行役員 
中国支店長 

執行役員 
中国支店長 

勝村 潤治 常務執行役員 
国際部門国際管理本部長 

執行役員 
国際部門国際管理本部長 

渡部  浩 常務執行役員 
建築部門建築営業本部長 

執行役員 
建築部門建築営業本部副本部長 

関本 恒浩 執行役員 
技術研究所担当 

 
技術研究所長 

櫻井 克之 執行役員 
札幌支店長 

 
札幌支店長 

吉田 成男 執行役員 
建築部門担当（建築技術） 

 
建築部門建築本部技術部統括部長 

山下 朋之 執行役員 
経営管理本部人事部長 兼 総務部長 

 
経営管理本部人事部長 兼 総務部長 

林 健太郎 技術研究所長 技術研究所副所長 

近藤 浩右 顧問 執行役員副社長 
土木部門担当 兼 安全品質環境担当 

北川  隆 顧問 常務執行役員 
土木部門担当 

 
３．新任取締役候補者・退任予定取締役の内定 

新任取締役候補者 
氏 名 新役職（平成 29年 6月下旬予定） 役職（平成 29年 4月 1日付） 

渡部  浩 取締役 兼 常務執行役員 
建築部門建築営業本部長 

常務執行役員 
建築部門建築営業本部長 

平成 29年 6月下旬開催予定の第 67期定時株主総会に付議予定 
 
退任予定取締役 
氏 名 新役職（平成 29年 6月下旬予定） 役職（平成 29年 4月 1日付） 

五十嵐 信一 常務執行役員 
建築部門担当（建築） 

取締役 兼 常務執行役員 
建築部門担当（建築） 

以 上 
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（参考）執行役員の担当（平成 29年 4月 1日付） 
役 位 氏 名 担 当 

執行役員社長 ※1 清水 琢三   
執行役員副社長 ※1 佐々木 邦彦 総合監査部担当 
執行役員副社長 ※1 植田 和哉 土木部門担当 兼 土木営業本部長 
執行役員副社長 ※2 都甲 明彦 国際部門担当 
専務執行役員 山下 純男 建築部門担当 
専務執行役員 越智  修 土木部門担当 
専務執行役員 ※2 中満 祐二 建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当 
専務執行役員 藤田 武彦 土木部門担当 
専務執行役員 上総 周平 土木部門担当 
常務執行役員 下石  誠 九州支店長 
常務執行役員 田原 良二 東京建築支店長 
常務執行役員 吉永 清人 土木部門担当 

常務執行役員 ※2 野口 哲史 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当 
兼 技術戦略室担当 

常務執行役員 福島 正浩 土木部門担当（土木） 
常務執行役員 島内  理 土木部門担当（営業） 兼 購買部担当 
常務執行役員 前田  宏 土木部門担当 
常務執行役員 ※2 五十嵐 信一 建築部門担当（建築） 
常務執行役員 松山  章 大阪支店長 
常務執行役員 ※2 稲富 路生 経営管理本部長 兼 ＣＳＲ推進室長 
常務執行役員 佐々木 毅 建築部門担当 
常務執行役員 大下 哲則 中国支店長 
常務執行役員 勝村 潤治 国際部門国際管理本部長 
常務執行役員 渡部  浩 建築部門建築営業本部長 
執行役員 中澤 貴志 安全品質環境本部長 
執行役員 坪崎 裕幸 建築部門担当 
執行役員  岡田 富士夫 国際部門担当 
執行役員 緒方 晴樹 土木部門担当 
執行役員 片山  一 四国支店長 
執行役員  小 昌典 名古屋支店長 
執行役員 古野 博巳 土木部門担当（環境事業） 兼 2020事業室担当 
執行役員 町田 周一 東京土木支店長 
執行役員 北橋 俊次 経営管理本部経理部長 
執行役員 佐藤   慎 国際部門国際土木本部長 
執行役員 藤原 豊満 建築部門担当（営業） 兼 東京建築支店副支店長 
執行役員 大津 義人 建築部門都市開発本部長 
執行役員 山下 一志 国際部門国際建築本部長 
執行役員 中村 俊智 東北支店長 
執行役員 関本 恒浩 技術研究所担当 
執行役員 櫻井 克之 札幌支店長 
執行役員 吉田 成男 建築部門担当（建築技術） 
執行役員 山下 朋之 経営管理本部人事部長 兼 総務部長 
※1 代表取締役兼務者 
※2 取締役兼務者 


