
ガバナンス

大建工業グループは、「グループ企業理念」のもと、株主をはじめとするすべてのステークホルダーにとっての企業価値の持続的
な向上を目指しています。効率性が高く、健全で、透明性の高い経営が実現できるよう、経営体制や組織体制、内部統制システム
を整備し、必要な施策を実施していくことをコーポレートガバナンスの基本的な考え方と位置付けています。2015年に策定した
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえた不断の改善を行い、常に最
良のコーポレートガバナンス体制を追求していきます。

持続的な企業価値の向上を目指し、最良のコーポレートガバナンスを追求

コーポレートガバナンス体制早見表
主な項目 内容
機関設計の形態 監査役会設置会社
取締役の人数（うち社外取締役） 9名（2名）
監査役の人数（うち社外監査役） 4名（2名）
取締役会の開催回数（2017年度） 12回
（社外取締役の平均出席率） (95％)
（社外監査役の平均出席率） (100％)
監査役会の開催回数（2017年度） 13回
（社外監査役の平均出席率） (100％)
取締役の任期 1年
執行役員制度の採用 有

取締役会の任意委員会
●  指名・報酬委員会： 取締役や執行役員等の人事や報酬等に関する事項を審議
●   コーポレートガバナンス委員会： 取締役会の実効性の評価やガバナンス体制構築等に関する事項を審議

会計監査人 仰星監査法人

2002年　　執行役員制に移行
2003年　　「コンプライアンス委員会」設置
2008年　　「リスク＆コンプライアンスマネジメント委員会」に改編・強化
2010年　　取締役数を11 名から９名に減員
2011年　　社外取締役を選任
2012年　　取締役の任期を２年から1年に短縮

コーポレートガバナンス強化のための主な取り組み
2015年　　社外取締役を１名から２名に増員 
    「コーポレートガバナンスに関する基本方針」制定 
    「指名・報酬委員会」「コーポレートガバナンス委員会」を設置
2016年　　取締役会の実効性評価を開始
2018年　　女性社外監査役を選任

基本的な考え方

コーポレートガバナンス体制図
株主（株主総会）
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取締役会
取締役９名

（うち独立社外取締役２名）

執行常務会

監査役会
監査役４名

（うち独立社外監査役２名）

指名・報酬委員会
（委員長および過半数が独立役員）
コーポレートガバナンス委員会
（委員長および過半数が独立役員）

開示・対話

監督・選解任・指示

承認・指示

諮問

答申

報告
報告

監査

監査

会計監査

連携

報告

選解任 選解任選解任

本部、部門、関係会社

選解任議案

 監視・監督・重要意思決定機能　　　  監査機能　　　  業務執行・意思決定機能　 　  業務執行機能
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当社は取締役会の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的として、2018年3月期における取締役会の実効性について、
分析・評価を行いました。持続的な企業価値の向上を目指し、最良のコーポレートガバナンスを追求

取締役会の実効性に関する評価結果

社外取締役および社外監査役について
氏名 選任の理由 出席状況

取締役会 監査役会

社
外
取
締
役

水野 浩児
大学教授としての高度な専門的知識に裏打ちされた助言・提言を積極的に行い、取締役会の適正な
意思決定の確保に貢献しています。また、企業経営に関する豊富な知見は当社のガバナンス向上に
必要不可欠であると判断しています。

12/12回
(100%)

－

古部 清

TOTO株式会社の取締役として長年にわたり経営に携わり、その豊富な経験に基づく助言・提言を積
極的に行っています。また、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見は当社の企業価値向上に寄与
するものと判断しています。当社はTOTO株式会社と包括的業務提携を締結し、同社に対して販売等の
取引がありますが、両社における一般的な取引です。

8/9回
(88%)

－

社
外
監
査
役

蓮沼 彰夫
長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断
しています。当社はTOTO株式会社と包括的業務提携を締結し、同社に対して販売等の取引があります
が、両社における一般的な取引です。

12/12回
(100%)

13/13回
(100%)

井上 雅文 大学教授としての高度な専門知識に加え、内閣府の調査員や文部科学省の研究官の経験と幅広い
見識を当社の監査に反映していただけるものと判断しています。

12/12回
(100%)

13/13回
(100%)

評価の方法

取締役会の実効性に関する調査票を取締役9名（うち社外取締役2名）および監査役4名（うち社外監査役2名）
に配付し、回答を得ました。各取締役・監査役の回答を取締役会において分析し、今後の課題等について議論しま
した。併せて、社外取締役および社外監査役が過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会においても評価結
果を議論しました。

調査票の大項目

a.取締役会の役割・責務
b.取締役会の構成
c.取締役会における審議
d.株主との対話促進に関する体制
e.ガバナンス体制全体

分析・評価結果の
概要

当社取締役会は、多様な視点と4名の独立社外役員による公正性・透明性を確保した上で各取締役・監査役が積
極的に意見を表明・議論を尽くしており、経営上重要な意思決定と業務執行の監督を適切に行うための実効性が
充分に確保されていることが確認できました。特に、買収等の重要な意思決定について、その効果・リスク・課題等
について事前に理解が深まるよう、社外取締役・社外監査役への情報提供の場を充実させ、また、取締役会での
複数回にわたる討議を行うなど、効果的に関与することができたと評価しています。一方で、中期経営計画などの経
営戦略に関するPDCAプロセスへの関与や、さらなる取締役会の議論の質の向上、長期的に見た今後の取締役会
のあり方の議論など、今後の課題も確認できました。

分析・評価結果を
踏まえた

今後の課題および
その対応

分析・評価結果を踏まえ、当社は特に以下の課題に注力し、取り組んでいきます。
① 経営戦略のPDCAプロセスのうち、特にCAのプロセス（分析・課題整理と対策・改善策実行）について、取締役会の
関与を強める。
② 決裁権限について見直しを行い、意思決定に係る決議事項の一部を執行側に委任し、取締役会の監督機能の充
実を図る。
③ 株主を含むステークホルダーに対して、建設的な対話の促進や有用な情報を発信するための体制の充実を図る。

2015年　　社外取締役を１名から２名に増員 
    「コーポレートガバナンスに関する基本方針」制定 
    「指名・報酬委員会」「コーポレートガバナンス委員会」を設置
2016年　　取締役会の実効性評価を開始
2018年　　女性社外監査役を選任

※ いずれの社外取締役、社外監査役も、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、 
当社が定める「独立性判断基準」を満たしています。
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ESG情報

2018年6月、当社の役員報酬について、株主・投資家からの理解を深めていただくことを目的に、報酬方針を改定しました。

役員報酬

取締役の報酬については、報酬の総枠を株主総会で決定し、職責に基づき定める「役割報酬」と、会社業績及び担当分野への功績・成果
に基づき定める「業績報酬」及び「自社株報酬」で構成しています。なお、報酬に関係する手続きについては、取締役会でその細則を定めて
います。
また、執行役員の報酬については、職責に基づき定める「役割報酬」と、会社業績及び担当分野への功績・成果に基づき定める「業績報
酬」及び「自社株報酬」で構成しています。
取締役及び執行役員の報酬の決定においては、代表取締役会による検討案に対して、独立役員が過半数を占める指名・報酬委員会に
おいて、審議・勧告し、その結果を踏まえて決定しています。

会社業績と役員報酬の連動を図ることを目的に、単年度の業績を反映する業績報酬、中長期の業績や企業価値向上を反映させるため
の自社株報酬を設定しています。また、役割報酬については、金額の背景を確かなものにするために、内訳（「代表権対価」「監督対価」
「執行対価」）を役位ごとに整理して定めています。

手続き

構成

業績報酬

自社株報酬 自社株報酬

役割報酬

10050

親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

取締役（社外取締役を除く）報酬（イメージ）

取締役（社外取締役を除く）報酬の構成

代表権対価 監督対価 執行対価

年
収

業績報酬

役割報酬

役員報酬に関する方針

1 グループ企業理念の実践に根差した報酬制度とします。

2  長期ビジョン（GP25）及び中期経営計画を反映する設計であると同時に、短期的な志向
への偏重を抑制し、中長期的な企業価値向上を動機づける報酬制度とします。

3 報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人財の確保に有効なものとします。

4  報酬決定の手続きは、株主・投資家や従業員をはじめとする全てのステークホルダーへの
説明責任を果たせるよう、透明性・公正性・客観性を確保します。

基本
方針
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略歴
2000年4月 学習院大学経済学部専任講師
2002年2月 企業会計基準委員会業績報告プロジェクト委員
2003年4月 同大学経済学部助教授
2008年4月 同大学経済学部教授(現在）
2010年2月 財務省 独立行政法人評価委員会委員、
　　　　　  同委員会中小企業基盤整備機構部会　部会長代理
2012年2月 金融庁 企業会計審議会臨時委員
2012年4月 文部科学省 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会
　　　　　  経済学専門委員会委員
2014年4月 同大学副学長
2018年6月 当社社外監査役（現在）

将来にわたって輝き続けるための礎となるガバナンス体制へ　

社外監査役 

勝尾 裕子

　本年6月、コーポレートガバナンス・コードが改訂されま
した。これにより、我が国の企業統治の在り方は加速的に
変化していくと予想されます。大建工業は、独立役員が過
半数かつ委員長である指名・報酬委員会や、コーポレート
ガバナンス委員会を既に設置しており、企業統治体制につ
いて一定程度の水準が保たれているといえます。しかし、今
般改訂された新指針では、経営トップの選任および解任
手続きの客観性確保や資本コストの把握等が規定されて
おり、これらについて早急に対処する必要があります。さら
に、全世界の資産運用残高の3割を占めるといわれるESG

投資の存在感を背景に、明確な経営方針と投資戦略の
提示や政策保有株の見直し等、多方面での対応も求めら
れています。また、こうした投資家に対する配慮に加え、そ
れ以外のステークホルダーへの目配りも忘れてはなりませ
ん。例えば、組織の活力の源である従業員の方々や、工場
等が根差す地域社会との共生、取引先の方々への配慮な
ど、社会の一員としての企業の役割を認識して、企業行動
を選択しなければならないと考えます。

　私はこれまで、財務会計の専門家として、利益概念に関
する研究を専門領域とし、会計基準の策定にも関わってま
いりました。企業会計基準委員会（ASBJ）では概念フレー
ムワークの策定に携わり、企業会計審議会では国際会計
基準（IFRS）導入指針の作成に関わりました。また、文部
科学省では経済学専門委員会の委員として大学・学部の
設置認可審議に携わり、国土交通省では不動産鑑定士
試験委員として会計学科目の試験委員を務め、財務省で
は独立行政法人評価委員会の委員（部会長代理）として、
中小企業基盤整備機構の業績評価を行ってまいりまし
た。学習院大学では副学長として、大学全体の広報戦略と
危機管理の責任者を務めておりました。
　これまでに培った学識や経験を活かし、大建工業におい
て、バランスの取れた継続的成長を可能ならしめるガバナ
ンス体制の構築に寄与したいと強く願っております。大建
工業が、将来にわたって次なるステージでも輝き続けられ
る企業としてさらに発展できるよう、尽力する所存です。

選任理由
大学教授としての高度な専門知識に加え、財務省、金融庁等の委員を歴任された豊富な経験と幅広い見識を
当社の監査に反映していただけるものと判断しています。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その
他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、当社が定める「独立性判断基準」
を満たしています。

ガバナンス

新任社外監査役メッセージ

G
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水野：まず基本的な事項として、取締役会では積極的な意見が
多く出ます。私たち社外取締役にも、質問や疑問、意見を述べる
場がしっかりと確保されており、風通しの良い経営体制だと前向
きに評価しています。また、昨今のコーポレートガバナンス改革の
流れを踏まえ、さらに良くしていこうという姿勢が見られており、今
後さらに自由闊達な議論が進んでいく期待感を持っています。

古部：私は２０１７年6月から社外取締役に就任しましたが、取
締役会等で活発に議論が交わされる様子を見て、非常に開か
れた経営体制だという印象を持ちました。多様な意見を受け入
れようとする経営陣の姿勢が意見を言いやすい雰囲気を生んで
いるのだと思います。議論が白熱すると、その議案がペンディング
（保留）になることもありますが、それは取締役会が、筋書きどお
りに進む報告会の場ではなく、議論の場として機能しているから
こそだと考えます。

水野：活発な議論という点でいうと、指名・報酬委員会やコーポ
レートガバナンス委員会（以下、CG委員会）では非常に盛んな議

論が行われています。私は両委員会の委員長を務めていますが、
委員会の前には事務局の部門と頻繁に情報交換を行います。多
い時は月３回を数え、大学に来てもらい、２～３時間さまざまな課
題について議論することもあります。委員会でも、そういった準備
をしっかりできていることが議論の活性化につながっていると考
えています。

古部：そもそも社外取締役が委員長を務めることも開かれた
取締役会だということでしょう。社外の意見を積極的に取り入
れようとする姿勢はDAIKENの企業風土で特筆すべきことだと
思います。

水野：取締役会実効性評価で、よく意見が出るのもDAIKENの
特長です。実効性評価の調査票について、世間的にはさまざま
な項目で多面的に評価することが求められていますが、あえて
増やさず、自由回答欄を充実させました。というのも、DAIKENの
場合は、項目を増やさずともさまざまな意見が出てくるからです。
また、その意見を踏まえて前述のＣＧ委員会で活発な議論が
行われた上で、取締役会で実効性の評価を行っています。そう
いう点で、実効性評価の取り組みについては比較的進んでいる
といえます。

ESG情報

大建工業グループの経営体制に対する
評価をお聞かせください。

水野 浩児 古部 清社外取締役社外取締役

世の中のスタンダードより、
一歩先を目指す

外部の目として、
常に客観的な視点で判断していく

社外取締役

対談

社外取締役　対談

対　談
社外取締役
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古部：私が就任したのは、2016年度の実効性評価を行い、課題
が抽出されたタイミングでした。ちょうどニュージーランドのMDF工
場買収の意思決定の時期で、議論が白熱していたのを覚えていま
す。これだけ議論を尽くして会社としての決断をしている、という点
で印象に残っています。このような点は実効性評価を導入した効
果の一つではないかと思います。

水野：また、情報という面では、実効性評価をする以前の2015年
度、取締役会時の資料の配付時期が遅いという初歩的な課題が
ありました。資料配付が直前で、事前準備が十分にできないとい
う指摘が多く寄せられたのです。この声を受けて2016年度には、
１週間前には資料が配付されるようになりました。2017年度にはさ
らに、情報提供の場も増え、重要な案件では個別の説明も十分に
なされるなど、提供される情報のスピード、質、量ともにこの2年で大
幅に改善されました。

水野：新たに抽出された課題としては株主を含むステークホル
ダーに対して、建設的な対話の促進や有用な情報を発信するた
めの体制の充実を図るということがあります。そもそもステークホ
ルダーにとって有用な情報とは何なのか、というところから議論し
ています。また、経営戦略のPDCAサイクルについては、Plan（計画）
とDo（実行）についてはよくできていますが、Check（分析）とAct（改
善）についてはまだ弱さがあると感じており、その点も改善点として
挙がっています。特に、次期中期経営計画の議論に際しては、現中
期経営計画の「できたこと」、「できなかったこと」の評価、分析を徹
底的に行った上で、より実効性の高い計画にする必要があります。
DAIKENは、一般的に求められる項目や数値をクリアーすればいい
という考えではなく、より高いレベルでのコーポレートガバナンスの
実現、ひいては企業価値の向上を目指してほしいと思います。

古部：私はグループ企業理念の浸透が重要だと思います。理念を
会社の血肉としていくためには、社員一人ひとりに腹落ちさせること
が重要です。制定から1年が経過し、浸透度調査の報告を受けま
したが、スケジュールを設けるなど、さらなる浸透に向けた具体的な
プロセスを考える必要があると思います。経営計画と違い、理念は

会社にとって普遍的なもの。全グループ従業員に浸透してこそ真
の理念となり得るからです。そのための取締役会のリーダーシップ

も重視したいと思います。

古部：社外取締役として一番大事なのは、外部の目であることだ
と考えます。社外という観点から、世の中の常識や世間が求めて
いることを知る努力を怠ってはいけないと肝に銘じています。社内
の役員だけでは、どうしても社内用語を使ったり、社内の常識に
基づいた判断をしてしまったりする恐れがあります。社外の目が
意思決定や議論の場にあることで、そうした内輪の論理に左右
されない客観性が保たれます。社外取締役は、身内ではない社
外の人間として取締役会に出席することで、インナーに緊張感を
与え、会をより充実したものとする役割を担っています。社外の人
間にも伝わる語り口は、株主・投資家をはじめとするさまざまなス
テークホルダーに説明する際にも求められるはずです。ですから、
疑問に思ったことは素直に問いますし、反論もします。我 を々納得
させられて初めて世の中の理解も得られるのです。内部に入り込
みすぎず、常に一歩引いた外部の目でDAIKENをより良くするため
の議論を続けていきたいと思います。

水野：我 の々疑問はいわばステークホルダーの疑問でもあるわ
けです。ステークホルダーの“代弁者”として積極的に発言するこ
とが社外取締役としての役割だと思います。また、コーポレートガ
バナンス・コード改訂の内容にもあったように、後継者育成という
面で、部門ごとにバランスよく次代の役員候補を育成していく必
要があると考えています。取締役会は、確実に自由に意見を出せ
る空気ができています。「自由に発言してほしい」という億田社長
の気概を役員たちが感じ取ったのだと思います。この良い空気を
さらに広め、今後は、現場と役員をつなぐ管理職からも積極的に
意見を出してもらいたいと考えています。現場の方 の々発言の機
会を増やすことは、人財育成にも有効です。

古部：現在、権限委譲を進め、取締役会の監督機能を強化しよう
としていますが、その流れも結果として次代の役員候補の人財育
成にもつながると考えています。

水野：私は、DAIKENが世の中のスタンダードより一歩先をいく存
在になることを目指したい。そのために、今後拡大を目指す海外に対
するモニタリング、他社を揺るがしている品質問題などへの監督を
強化していきます。任期を重ねている分、見合った役割を果たさなけ
れば存在価値はありません。DAIKENをあるべき道へと導くために、こ
れからも使命感を持って職責を果たしていきたいと思います。

今後の取締役会のあり方、その中で社外取締役
として果たす役割についてお聞かせください。

2016年度に取締役会実効性評価を実施しました。
そこから抽出した課題と2017年度に対応した
取り組みポイントについてお聞かせください。

さらに、2017年度の取締役会実効性評価を行い、
課題が挙げられていますが、今年度の対処すべき
課題として重視されている点について
お聞かせください。

ガバナンスG
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億田 正則

清洲 忠洋

今村 喜久雄 冬木 敏夫

照林 尚志 播磨 哲男

相原　隆

水野 浩児

ESG情報

取締役および監査役 （2018年6月22日現在）

1974年4月 当社入社
2007年4月 執行役員
2008年4月 上席執行役員
2008年6月 取締役兼上席執行役員
2009年4月 取締役兼常務執行役員
2010年4月 住建営業本部長
2011年6月 営業本部長兼新規開発営業部長兼東京本部長
2012年4月 取締役兼専務執行役員
 東京本部長
2013年6月 代表取締役(現在)
 専務取締役兼専務執行役員
2013年10月 調達改革本部長兼東京本部長
2014年4月 取締役社長兼執行役員社長
2018年6月 取締役兼社長執行役員（現在）

1988年4月  伊藤忠商事株式会社入社
1996年4月  同社チップ部チップ第一課
2000年10月  同社チップ部アジア・大洋州課長代行
2001年4月  伊藤忠豪州会社（シドニー駐在）
2004年5月  伊藤忠商事株式会社　紙パルプ部チップ課長
2008年4月  同社業務部
2011年4月  伊藤忠シンガポール会社(シンガポール駐在)
2014年4月  伊藤忠商事株式会社　アセアン・南西アジア 
 住生活・情報グループ長（シンガポール駐在）兼
 伊藤忠シンガポール会社
2016年4月  同社生活資材第一部長代行
2017年4月  同社生活資材第三部長
2018年4月  同社生活資材第一部長（現在）
2018年6月  当社取締役（現在）

1971年３月 当社入社
2005年４月 経理部長
2008年４月 執行役員
2010年４月 上席執行役員
2011年４月 常務執行役員
2013年６月 取締役兼常務執行役員
2015年６月 常勤監査役（現在）

1980年４月 当社入社
2000年４月 ダイライト事業部ダイライト製品開発部長
2003年４月 開発研究所長
2010年４月 執行役員
 エコ事業本部西部エコ事業部長兼岡山大建 
 工業株式会社社長
2011年４月 上席執行役員
 エコ事業統轄部長兼西部エコ事業部長
2013年４月 常務執行役員
2013年10月 開発企画部長
2014年４月 総合開発研究所長
2015年４月 品質保証部長
2017年６月 常勤監査役（現在）

1980年4月  当社入社
2005年4月  北海道営業部長
2008年4月  マーケティング部長
2010年4月  総務人事部長
2011年4月  執行役員
2012年4月  上席執行役員
 総務人事部長兼秘書室長
2013年4月  常務執行役員
 経営企画部長兼秘書室長
2013年6月  取締役兼常務執行役員
2014年4月  経営企画部長兼新規事業開発室長兼秘書室長
2015年4月  財務経理部長
2017年4月  取締役兼専務執行役員
2017年6月  代表取締役（現在）
 専務取締役兼専務執行役員
2018年4月  国内事業（製造）担当（現在）
2018年6月 取締役兼専務執行役員（現在） 

1981年4月  当社入社
2004年4月  九州営業部長
2006年4月  近畿営業部長
2009年4月  西部営業統轄部副統轄部長
2010年4月  東部住建営業統轄部副統轄部長
2011年4月  執行役員
 住建営業統轄部長
2012年4月  上席執行役員
2013年4月  常務執行役員
2013年10月  エコ事業統轄部長
2015年4月  エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長
2016年6月  取締役兼常務執行役員
2017年10月  エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長兼
 ダイケンホーム＆サービス株式会社社長
2018年4月  取締役兼専務執行役員（現在）
 国内営業担当（現在）

2001年4月 関西学院大学法学部・大学院法学研究科教授
2003年8月 宝印刷株式会社　取締役ＩＲ企画部長
2006年3月 アーバンライフ株式会社　社外監査役
2006年8月 宝印刷株式会社　取締役執行役員ＩＲ事業開発担当
2008年2月  弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
2010年6月  当社社外監査役
2011年1月  財務省　第九入札等監視委員会　委員
2011年4月  独立行政法人　造幣局契約監視委員会　委員
2011年6月  当社社外取締役
2017年6月  当社代表取締役(現在)
 専務取締役兼専務執行役員
2018年4月  経営管理(本社)、ISO、危機管理、情報管理、
 コンプライアンス担当(現在)
2018年6月 取締役兼専務執行役員（現在） 

1991年4月  株式会社南都銀行入社
2006年3月  同行退社
2006年4月  追手門学院大学経営学部専任講師
2010年4月  同大学経営学部准教授
2011年4月  独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携支援
 アドバイザー(現在)
2011年6月  当社社外監査役
2014年4月  追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 
 准教授
2015年6月  当社社外取締役(現在)
2016年4月  追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 
 教授
 同大学ベンチャービジネス研究所長(現在)
2018年4月  同大学経営学部長兼経営学部教授(現在)
 同大学大学院経営・経済研究科教授(現在)

代表取締役 社長執行役員

代表取締役 専務執行役員

取締役

代表取締役 専務執行役員

社外取締役

取締役 専務執行役員

常勤監査役常勤監査役
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冬木 敏夫 勝尾 裕子井上 雅文

渋谷 達夫播磨 哲男

加藤 智明

古部　清

相原　隆

水野 浩児

1992年４月 日本学術振興会特別研究員（京都大学木材 
 研究所）
1994年１月 京都大学助手（木質科学研究所）
2004年４月 同大学助手（生存圏研究所）
2005年２月 東京大学助教授（アジア生物資源環境研究セ 
 ンター）
2006年11月 内閣府本府上席政策調査員（政策統括官（科 
 学技術政策担当）付）
2007年４月 東京大学准教授（アジア生物資源環境研究セ
 ンター）
2011年11月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会 
 戦略センター特任研究員
2012年４月 文部科学省科学技術政策研究所客員研究官
2014年９月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会
 戦略センター特任研究員
2015年６月 当社社外監査役（現在）
2016年２月 東京大学教授（アジア生物資源環境研究セン
 ター）（現在）

1980年４月 当社入社
2000年４月 ダイライト事業部ダイライト製品開発部長
2003年４月 開発研究所長
2010年４月 執行役員
 エコ事業本部西部エコ事業部長兼岡山大建 
 工業株式会社社長
2011年４月 上席執行役員
 エコ事業統轄部長兼西部エコ事業部長
2013年４月 常務執行役員
2013年10月 開発企画部長
2014年４月 総合開発研究所長
2015年４月 品質保証部長
2017年６月 常勤監査役（現在）

2000年4月 学習院大学経済学部専任講師 
2002年2月 企業会計基準委員会業績報告プロジェクト 
 委員 
2003年4月 同大学経済学部助教授 
2008年4月 同大学経済学部教授(現在） 
2010年2月 財務省 独立行政法人評価委員会委員、
                        同委員会中小企業基盤整備機構部会
                        部会長代理 
2012年2月 金融庁 企業会計審議会臨時委員 
2012年4月 文部科学省 大学設置・学校法人審議会大学 
 設置分科会経済学専門委員会委員
2014年4月 同大学副学長 
2018年6月 当社社外監査役（現在） 

1981年4月  当社入社
2004年4月  九州営業部長
2006年4月  近畿営業部長
2009年4月  西部営業統轄部副統轄部長
2010年4月  東部住建営業統轄部副統轄部長
2011年4月  執行役員
 住建営業統轄部長
2012年4月  上席執行役員
2013年4月  常務執行役員
2013年10月  エコ事業統轄部長
2015年4月  エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長
2016年6月  取締役兼常務執行役員
2017年10月  エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長兼
 ダイケンホーム＆サービス株式会社社長
2018年4月  取締役兼専務執行役員（現在）
 国内営業担当（現在）

1978年4月  当社入社
2001年4月  東京営業部長
2009年4月  東部営業統轄部長
2010年4月  執行役員
2011年4月  上席執行役員
 住機製品事業部長
2012年4月  常務執行役員
2012年6月  取締役兼常務執行役員
2014年4月  住空間事業統轄部長兼調達改革本部長
2015年4月  国内事業本部長兼調達改革本部長
2016年4月  取締役兼専務執行役員
 国内担当兼ＳＲ営業推進部長
2016年6月  代表取締役
 専務取締役兼専務執行役員
2017年6月  取締役兼専務執行役員
2018年4月  取締役（現在）

1980年4月  伊藤忠商事株式会社入社
2003年4月  同社木材・建材部長
2009年6月  当社取締役
2011年4月  伊藤忠商事株式会社　生活資材・化学品経営企画部長
2012年3月  同社退社
2012年4月  当社取締役兼常務執行役員
2012年10月  MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼海外営業部長
2013年6月  ホクシン株式会社　社外取締役
2014年4月  当社MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長
2016年4月  取締役兼専務執行役員
 海外担当兼海外事業本部長兼東京本部長
2016年6月  代表取締役（現在）
 専務取締役兼専務執行役員
2017年4月  海外事業担当兼東京本部長（現在）
2018年4月  研究開発、情報業務担当（現在）
2018年6月 取締役兼専務執行役員（現在） 

1977年4月  東陶機器株式会社（現TOTO株式会社）入社
2003年10月  同社販売推進グループ四国支社長
2008年4月  同社販売推進グループ販売統括本部長
2008年6月  同社執行役員販売推進グループ販売統括本部長
2010年6月  同社取締役執行役員販売推進グループ担当兼販売統括本部長
2011年4月  同社取締役常務執行役員販売推進グループ担当
2012年4月  同社取締役専務執行役員販売推進グループ担当
2014年4月  同社代表取締役副社長執行役員販売関連部門管掌
2017年4月  同社取締役
2017年6月  当社社外取締役（現在）
 TOTO株式会社顧問（現在）

2001年4月 関西学院大学法学部・大学院法学研究科教授
2003年8月 宝印刷株式会社　取締役ＩＲ企画部長
2006年3月 アーバンライフ株式会社　社外監査役
2006年8月 宝印刷株式会社　取締役執行役員ＩＲ事業開発担当
2008年2月  弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
2010年6月  当社社外監査役
2011年1月  財務省　第九入札等監視委員会　委員
2011年4月  独立行政法人　造幣局契約監視委員会　委員
2011年6月  当社社外取締役
2017年6月  当社代表取締役(現在)
 専務取締役兼専務執行役員
2018年4月  経営管理(本社)、ISO、危機管理、情報管理、
 コンプライアンス担当(現在)
2018年6月 取締役兼専務執行役員（現在） 

1991年4月  株式会社南都銀行入社
2006年3月  同行退社
2006年4月  追手門学院大学経営学部専任講師
2010年4月  同大学経営学部准教授
2011年4月  独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携支援
 アドバイザー(現在)
2011年6月  当社社外監査役
2014年4月  追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 
 准教授
2015年6月  当社社外取締役(現在)
2016年4月  追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 
 教授
 同大学ベンチャービジネス研究所長(現在)
2018年4月  同大学経営学部長兼経営学部教授(現在)
 同大学大学院経営・経済研究科教授(現在)
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