
2021年3月11日
 　　　各　　　位

　　　　 会 社 名   若築建設株式会社
　　　　　代表者名　 代表取締役社長　　五百蔵　良平
　　　　　　　　　　　　　　（コード番号  1888　東証第１部）
　　　　　問合せ先   執行役員人事部担当  福岡　徹生
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　TEL (03) 3492 - 0271

　 当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の異動について内定いたし

 ましたので、お知らせいたします。

　 なお、6月下旬予定の異動については、正式には、本年6月下旬開催予定の第205回定時株主総会および総会後の取締

 役会において決定されるものであります。

 １．代表取締役の異動

 （１）異動の理由

　　新たな経営体制のもと、2021 年4  月より始まる新たな中期経営計画を遂行し、当社の持続的な成長の実現と企業

　価値の向上を目指すため。

 （２）異動の内容（2021年4月1日予定）

氏　名

五百蔵　良平

烏田　克彦

石井　一己

 （３）新任代表取締役社長の略歴

氏　名
生年月日

所有株式数（株）

1983年4月 　当社入社

2009年3月 　福岡支店長

2013年4月 　九州支店長

2013年6月 　執行役員九州支店長

2015年6月 　常務執行役員本店長 兼 九州支店長 7,400

1958年8月25日 2016年6月 　取締役 兼 常務執行役員本店長 兼 九州支店長

2017年4月 　取締役 兼 常務執行役員建設事業部門担当役員

2019年6月 　取締役 兼 専務執行役員建設事業部門担当役員

　営業統括 兼 国際統括

2020年4月 　取締役 兼 専務執行役員建設事業部門長

　兼 安全環境本部副本部長

2020年6月 　代表取締役 兼 専務執行役員建設事業部門長

　兼 安全環境本部副本部長（現任）

　※2021年４月１日付で代表取締役社長兼執行役員社長 安全環境本部長に就任

烏田
からすだ

　克彦
かつひこ

記

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

代表取締役社長 兼 執行役員社長

取締役　相談役

新役職名 現役職名

代表取締役 兼 専務執行役員

代表取締役社長 兼 執行役員社長

代表取締役 兼 専務執行役員 取締役 兼 専務執行役員

略　　　　　　歴



 （４）新任代表取締役の略歴

氏　名
生年月日

所有株式数（株）

1982年4月 　当社入社

2013年4月 　名古屋支店長

2013年6月 　執行役員名古屋支店長 7,200

2016年4月 　執行役員東京支店長

1959年11月8日 2016年6月 　取締役 兼 常務執行役員東京支店長

2019年6月 　取締役 兼 専務執行役員東京支店長（現任）

　※2021年４月１日付で代表取締役兼専務執行役員 建設事業部門長兼安全環境本部副本部長に就任

 （５）就任予定日

2021年4月1日

 ２．取締役の異動

 （１）新任取締役候補者（2021年6月下旬予定）

氏　名

平田　靖祐 取締役 兼 常務執行役員 常務執行役員

経営管理部門財務部担当 兼 財務部長 経営管理部門財務部担当 兼 財務部長

 （２）退任取締役（2021年6月下旬予定）

氏　名

五百蔵　良平 相談役 取締役　相談役

 ３．執行役員の異動

 （１）昇任執行役員（2021年4月1日付）

氏　名

恵下　弘幸 取締役 兼 専務執行役員 取締役 兼 常務執行役員

建設事業部門担当役員営業統括 兼 国際統括 建設事業部門担当役員営業統括 兼 国際統括

兼 洋上風力開発室担当 兼 総合システム部担当 兼 洋上風力開発室担当 兼 総合システム部担当

平田　靖祐 常務執行役員 執行役員

経営管理部門財務部担当 兼 財務部長 経営管理部門財務部担当 兼 財務部長

 （２）新任執行役員（2021年4月1日付）

氏　名

刀根　幸晴 執行役員 四国支店長

名古屋支店長

山本　英世 執行役員 東北支店副支店長

東北支店長

 （３）退任執行役員（2021年3月31日付）

氏　名

福岡　徹生 常任顧問 執行役員

経営管理部門人事部担当

瀨田　文治 常任顧問 執行役員

建設事業部門技術担当役員

以　　上

略　　　　　　歴

6月下旬予定役職 4月1日役職

現役職

現役職

現役職

4月1日役職

石井
いしい

　一己
かずみ

6月下旬予定役職

4月1日役職

4月1日役職

4月1日役職



（参考）執行役員の担当（2021 年 4 月 1日）   

役  位 氏  名 担  当 

 執行役員社長   ※1 烏田 克彦 安全環境本部長 

 専務執行役員   ※1 石井 一己 建設事業部門長 兼 安全環境本部 副本部長 

 専務執行役員 梶原 康之 建設事業部門技術担当役員  

専務執行役員   ※2 恵下  弘幸 建設事業部門担当役員 営業統括 兼 国際統括                               

兼 洋上風力開発室担当 兼 総合システム部担当 

 常務執行役員   ※2 中村  誠 経営管理部門長 兼 総務部担当 兼 人事部担当 兼 経営企画部担当 

 常務執行役員 寺本 忠彦 建設事業部門営業担当役員 

 常務執行役員 野木 秀高 東京支店長 

 常務執行役員 松本 敏 本店長 兼 九州支店長 

 常務執行役員   ※2 牧原 久利 建設事業部門担当役員 兼 土木部長  

 常務執行役員 平田  靖祐 経営管理部門財務部担当 兼 財務部長 

 執行役員 儀満 和紀 建設事業部門技術担当役員 

 執行役員 宮坂 豊光 大阪支店長 

 執行役員 三輪  哲也 建設事業部門担当役員 

 執行役員 峯村 英二 建設事業部門技術担当役員 

 執行役員 井口 謙史朗 建設事業部門担当役員 兼 技術部長 

 執行役員 西田 洋一 建設事業部門担当役員 兼 建築部長 兼 品質監理室長 

 執行役員 花田 和孝 建設事業部門担当役員 兼 営業企画部長 

 執行役員 久保田  雅裕 安全環境本部安全環境部担当 兼 安全環境部長 

 執行役員 山本  一 建設事業部門担当役員  

 執行役員 荒瀬 憲比古 経営管理部門危機管理室担当 兼 危機管理室長 

 執行役員 中山 久之 建設事業部門担当役員 兼 設計部長 

 執行役員 刀根  幸晴 名古屋支店長 

 執行役員 山本 英世 東北支店長 

 ※1  代表取締役兼務者 

 ※2  取締役兼務者 

 


