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1984年4月 当社入社
2003年1月 建築営業第一部部長
2005年4月 東関東支店土木部長
2007年4月 建築営業第一部長
2010年4月 建築営業第三部長
2011年7月 西日本支社 中部支店長
2014年4月  執行役員 土木事業本部副本部長 　

兼 土木事業企画部長
2016年4月 専務執行役員 土木事業本部長
2016年6月  取締役 専務執行役員 土木事業本

部長
2018年4月  代表取締役 執行役員副社長 土木

事業本部長
2019年4月  代表取締役 執行役員副社長  

土木事業本部長・新規事業担当
2020年4月  代表取締役 執行役員副社長 

土木事業本部長 兼 安全環境品質 
本部長・新規事業担当（現任）

一色 眞人
▶ 代表取締役

1980年4月 当社入社
2005年9月 中部支店建築部長
2008年4月 中部支店次長
2008年7月 建築部長
2010年4月  執行役員 建築施工本部長 兼 建築

部長
2011年4月 常務執行役員 建築施工本部長
2011年6月  取締役 常務執行役員 建築施工本

部長
2012年4月  取締役 常務執行役員 関東建築支

社長
2017年4月  取締役 専務執行役員 関東建築支

社長
2018年4月  代表取締役社長（現任）  

執行役員社長（現任）

髙瀨 伸利

▶ 代表取締役社長

1979年4月  日本開発銀行（現 株式会社日本政
策投資銀行）入行

2000年3月 同行関西支店次長
2001年3月  同行参事役
2001年3月  一般財団法人日本経済研究所出向
2003年6月 同研究所事務局長
2005年4月 プラス株式会社出向
2011年4月 株式会社教育環境研究所 取締役
2011年6月 株式会社日本政策投資銀行退職
2013年5月 株式会社ジャレック監査役（現任）
2014年6月 アエラホーム株式会社 監査役
2015年6月 当社社外取締役
2016年6月  当社社外取締役（監査等委員） 

（現任）
2017年1月  株式会社東京テレマーケティング 

監査役（現任）
2017年3月 学校法人共立育英会理事（現任）

三野 耕司

▶ 社外取締役（監査等委員）

1980年4月 当社入社
2005年4月 経理部副部長
2008年4月 監査室部長 兼 経理部副部長
2009年3月 監査室長
2009年5月 総務部長
2012年4月 執行役員 社長室長
2015年4月 常務執行役員 管理本部長・IR担当
2015年6月  取締役 常務執行役員 管理本部長・

IR担当
2018年4月  取締役 専務執行役員 管理本部長・

IR担当（現任）

河埜 祐一

▶ 取締役

1986年 4月 株式会社第一勧業銀行入行
1990年12月 同行退職
1999年 4月  あさひ法律事務所  

（東京弁護士会登録）
2002年 5月 コロンビア大学ロースクール卒業
2002年 9月  アレン・アンド・オーヴェリー 

法律事務所（ロンドン）
2003年 5月 ニューヨーク州弁護士資格取得
2003年10月 あさひ法律事務所復帰
2004年 9月  太陽法律事務所（現 ポールヘイス

ティングス法律事務所・外国法共同
事業）

2006年 9月 JPモルガン証券株式会社
2008年 4月 TMI総合法律事務所 弁護士（現任）
2015年 6月 当社社外取締役
2016年 3月  ニッセイアセットマネジメント株式

会社 社外監査役（現任）
2016年 6月  当社社外取締役（監査等委員）（現任）
 ジェコス株式会社 社外監査役（現任）
2019年 6月  株式会社三菱ケミカルホールディン

グス  社外取締役（現任）

▶ 社外取締役（監査等委員）

菊池 きよみ

1976年 4月 三菱商事株式会社入社
1998年12月 米国三菱商事本店
 汎用化学品部長（ニューヨーク）
2003年 5月  三菱商事株式会社 経営企画部 兼 

事業開発部
2005年 6月 同社先端化学品本部長
2006年 4月 同社執行役員
2009年 6月 同社退社
  三菱商事フードテック株式会社  

代表取締役社長
2012年11月  三菱商事ライフサイエンス株式会社 

代表取締役社長
  興人ライフサイエンス株式会社  

代表取締役社長
2015年 7月  三菱商事ライフサイエンス株式会社 

顧問
2016年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
  ソーダニッカ株式会社 社外取締役

（現任）

▶ 社外取締役（監査等委員）

池田 純

1979年4月 当社入社
2009年6月 情報システム部長
2013年7月 監査室長
2015年4月 人事部長
2016年4月 管理本部副本部長 兼  
 人事部長
2017年4月  執行役員 管理本部副本部長 兼  

コンプライアンス推進部長
2020年4月  執行役員 管理本部副本部長
2020年6月  取締役（常勤監査等委員）（現任）

矢口 弘

▶ 取締役（常勤監査等委員）

1980年4月 株式会社富士銀行入行
2006年3月  株式会社みずほ銀行 執行役員 法

人企画部長
2007年4月 同行執行役員 法人業務部長
2008年4月 同行執行役員 渋谷支店長
2010年6月 当社取締役
2011年4月  取締役 常務執行役員 開発・不動

産本部長
2012年4月  取締役 常務執行役員 開発・不動

産事業本部長
2019年4月  取締役 専務執行役員 開発・不動

産事業本部長（現任）

▶ 取締役

澤井 良之

1987年4月 当社入社
2014年4月 建築事業企画部長
2016年4月  執行役員 建築事業本部 

副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 
建築部長

2019年4月 執行役員 建築事業本部  
 副本部長 兼 建築部長
2020年4月  常務執行役員 建築事業本部長 
2020年6月  取締役 常務執行役員 建築事業 

本部長（現任） 

▶ 取締役

濵田 一豊

社内役員 社外役員




