
 

 

2019 年 3 月 15 日 

各  位 

会 社 名 大 豊 建 設 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 大隅 健一 

（コード番号１８２２ 東証第１部） 

問合せ先 管理本部総務部長 小野 剛史 

（ＴＥＬ０３－３２９７－７０００） 

 

 

取締役及び執行役員等の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員等の異動を決議い

たしましたのでお知らせいたします。 

なお、取締役の異動につきましては、本年６月下旬に開催予定の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．執行役員の異動 

（１）新任予定執行役員（2019 年 4 月 1 日付） 

（氏 名）   （新 職 名）        （現 職 名） 

瀬知 昭彦    執行役員          企画室長 

企画室長 

 

益田 浩史    執行役員          東北支店営業部長 

         東北支店副支店長 

 

   釣部 敏雄    執行役員          海外支店工事部長 

            海外支店長 

 

小野 剛史    執行役員          管理本部総務部長 

         管理本部総務部長 

 

   田中 浩一    執行役員          九州支店長 

            九州支店長 

 

   



（２）退任予定執行役員（2019 年 3 月 31 日付） 

（氏 名）   （現 職 名） 

中尾 淳一    専務執行役員 （顧問就任予定） 

 

田村 利和    常務執行役員 （顧問就任予定） 

 

 

（３）執行役員の役付及び委嘱業務の変更（2019 年 4 月 1 日付） 

（氏 名）   （新 職 名）         （現 職 名） 

多田二三男    代表取締役執行役員副社長   代表取締役執行役員副社長 

         安全環境・海外部門・技術部門 安全環境・海外部門担当 

         担当 

 

中杉 正伸    取締役執行役員副社長     取締役専務執行役員 

管理本部長          管理本部長 

 

   森下 覚恵    専務執行役員         常務執行役員 

            土木本部長          名古屋支店長 

 

   永田 修一    常務執行役員         常務執行役員 

            建築本部長          建築本部副本部長 

 

   田丸  裕    常務執行役員         執行役員 

            土木本部副本部長       土木本部副本部長 

 

   尾形 則光    常務執行役員         執行役員 

            名古屋支店長         東北支店長 

 

   釘本  実    常務執行役員         執行役員 

            管理本部副本部長       管理本部経理部長 

            兼経理部長 

 

   浅田 潤一    執行役員           執行役員 

            東北支店長          東北支店副支店長 

 

   高畑 真二    執行役員           執行役員 

            建築本部副本部長       建築本部建築第一営業部長 

            兼建築第一営業部長 

            兼開発事業部長 

 



２．取締役の異動（2019 年 6 月下旬予定） 

  ※現職名は 2019 年 4 月 1 日に予定の異動後の役職を記載しております。 

 

（１）新任取締役候補者 

（氏 名）   （新 職 名）        （現 職 名） 

森下 覚恵    取締役専務執行役員     専務執行役員 

土木本部長         土木本部長 

 

   永田 修一    取締役常務執行役員     常務執行役員  

            建築本部長         建築本部長 

 

（２）退任予定取締役 

（氏 名）   （新 職 名）        （現 職 名） 

   村田 茂樹    顧問            取締役専務執行役員  

 

   今井 和美    常務執行役員        取締役常務執行役員 

 

 

３．人事異動（2019 年 4 月 1 日付） 

（氏 名）   （新 職 名）        （現 職 名） 

石合 仁之    土木本部営業部長      東京土木支店次長 

 

鈴木 規之    海外支店工事部長      海外支店台北営業所長 

 

   岩崎 延宏    東京土木支店副支店長    東京土木支店次長 

 

   香川  満    東京建築支店建築部長    東京建築支店建築部次長 

 

   上田 岳洋    東京建築支店安全環境部長  東京建築支店安全環境部長代理 

 

   川村 憲生    名古屋支店次長       名古屋支店次長 

            兼建築部長 

 

   由元 浩之    名古屋支店次長       名古屋支店工事部次長 

 

   矢野 正博    名古屋支店土木部長     東北支店土木部長代理 

 

   吉田 和也    名古屋支店安全環境部長   名古屋支店安全環境課長 

 

   松岡 昭二    大阪支店副支店長      東京建築支店建築部長 



（氏 名）   （新 職 名）        （現 職 名） 

   福田 浩二    九州支店土木部長      東京土木支店土木部次長 

 

   日野 則幸    九州支店建築部長      九州支店工事部次長 

 

   田上 清健    九州支店営業部長      九州支店営業部次長 

 

   尾崎 光義    九州支店安全環境部長    九州支店工事部 

 

   久保田明伸    九州支店総務部長      東京建築支店総務部長代理 

 

   山田 雅隆    熊本営業所長        九州支店総務部長 

以 上 


