
 

 

 

 

 

2022 年 12 月 9 日 

各 位 

会 社 名  三 井 不 動 産 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  菰田  正信 

   （コード番号 8801、東証プライム市場）  

問合せ先  執行役員広報部長 藤岡 千春 

   (TEL．03-3246-3155) 

 

 

 

社長交代および代表取締役の異動に関するお知らせ 

 
 

本日開催の取締役会において、下記のとおり、社長交代および代表取締役の異動について決定いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 理由 

経営体制の変更のため。 

 

２． 内容（2023 年 4 月 1 日付） 

 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

岩沙 弘道（いわさ ひろみち） 取締役 代表取締役会長 

菰田 正信（こもだ まさのぶ） 
代表取締役会長 

 

代表取締役社長 

社長執行役員 

植田 俊 （うえだ たかし） 
代表取締役社長 

社長執行役員 

取締役 

専務執行役員 

 

※岩沙 弘道は、2023 年 6 月開催予定の定時株主総会で取締役を退任し、当社相談役に就任する予定です。 

  

 

添付資料：略歴 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 



代表取締役社長 

■ 植田 俊（うえだ たかし） 

 

生年月日  １９６１年 ２月１６日 

 

略  歴  １９８３年 ４月  三井不動産株式会社入社 

                住宅第二事業部 事業課（横浜担当） 

      １９８５年１０月  高層住宅事業部 横浜事務所  

      １９８８年 ４月  横浜支店 事業課 

      １９８９年１０月  開発事業本部 リゾート事業部 事業課 

      １９９２年 ７月  三井不動産ファイナンス株式会社 出向 

      １９９８年１０月  資産マネジメント本部 不動産営業室 課長 

      １９９９年 １月  三井不動産投資顧問株式会社 出向 

      ２００９年 ４月  ビルディング本部 ビルディング事業企画部長 

      ２０１１年 ４月  執行役員 ビルディング本部副本部長 

                 兼 ビルディング本部 ビルディング事業企画部長 

      ２０１３年 ４月  執行役員 ビルディング本部副本部長 

      ２０１５年 ４月  常務執行役員 ビルディング本部副本部長 

                 兼 ビルディング本部 業務推進室長 

      ２０１６年 ４月  常務執行役員 ビルディング本部長 

      ２０２０年 ６月  取締役 常務執行役員 ビルディング本部長 

        ２０２１年 ４月  取締役 専務執行役員（現任） 

 

【取締役就任以降に管掌した業務】 

 ビルディング本部、商業施設本部、ライフサイエンス・イノベーション推進部、 

ビジネスイノベーション推進部、ベンチャー共創事業部、 

 開発企画部、日本橋街づくり推進部、柏の葉街づくり推進部、日比谷街づくり推進部 等 

 

 

  所有株式数 ２９,８５０株（２０２２年９月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



代表取締役会長 

■ 菰田 正信（こもだ まさのぶ） 

 

生年月日   １９５４年 ６月 ８日  

 

略  歴   １９７８年 ４月  三井不動産株式会社入社  

１９９９年 ４月  業務企画室長  

２００３年 ４月  経営企画部長  

２００５年 ４月  執行役員 住宅事業本部 都市開発事業企画部長  

２００６年 ４月  執行役員 住宅事業本部副本部長  

兼 住宅事業本部 住宅新会社設立準備室長  

２００６年１０月  グループ執行役員  

（三井不動産レジデンシャル株式会社  

取締役 常務執行役員 監査室長 兼 事業創造部長）  

２００８年 ４月  常務執行役員 アセット運用部長  

２００９年 ６月  常務取締役 常務執行役員 アセット運用部長  

２０１０年 ７月  専務取締役 専務執行役員 アセット運用部長  

２０１１年 ４月  専務取締役 専務執行役員  

２０１１年 ６月  代表取締役社長 社長執行役員（現任） 

 

所有株式数 ８８,３３０株（２０２２年９月３０日現在） 

  

取締役 

■ 岩沙 弘道（いわさ ひろみち） 

 

生年月日  １９４２年 ５月２７日  

 

略  歴  １９６７年 ４月  三井不動産株式会社入社  

１９９２年 ４月  開発企画部長  

１９９４年 ４月  プロジェクト企画本部 プロジェクト第一企画部長  

１９９５年 ４月  プロジェクト企画本部 プロジェクト第一企画部長  

兼 プロジェクト企画本部 建設部長  

１９９５年 ６月  取締役 プロジェクト企画本部 プロジェクト第一企画部長  

兼 プロジェクト企画本部 建設部長  

１９９６年 ４月  常務取締役 プロジェクト企画本部長  

兼 プロジェクト企画本部 プロジェクト第一企画部長  

兼 プロジェクト企画本部 建設企画部長  

１９９７年 ４月  常務取締役 プロジェクト企画本部長  

兼 プロジェクト企画本部 建設企画部長  

１９９７年 ６月  代表取締役専務取締役 プロジェクト企画本部長  

兼 プロジェクト企画本部 建設企画部長  

１９９８年 ４月  代表取締役専務取締役 資産マネジメント本部長  

１９９８年 ６月  代表取締役社長  

２００１年 ４月  代表取締役社長 社長執行役員  

２０１１年 ６月  代表取締役会長 会長執行役員  

２０１９年 ４月  代表取締役会長（現任） 

 

所有株式数 １０８,４８２株（２０２２年９月３０日現在） 
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