
2000年4月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所
2007年10月 東京証券取引所出向（2009年まで）
2011年11月 宇都宮総合法律事務所開設
2012年6月 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）

社外監査役（現任）
2013年4月 株式会社ソラスト社外監査役
2013年9月 株式会社アドベンチャー社外取締役
2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設

共同代表パートナー（現任）
2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役
2019年10月 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年6月 当社社外取締役（現任）
2021年3月 ペプチドリーム株式会社

社外取締役（監査等委員）（現任）

役 員 一 覧 （2021年6月24日現在）

取締役（社外）

宇都宮 純子

  取締役

  執行役員   スキルマトリクス

社長執行役員 土本 清幸
専務執行役員 岩崎 範郎 企画総務部、財務部、法務室管掌

山田 和雄 開発推進部、不動産投資事業部管掌

執行役員 水田 廣樹 地域共創部管掌

中尾 友治 ビルディング事業部管掌

瀬尾 宣浩 企画総務部、法務室管掌、企画総務部長兼法務室長

青山 誉久 不動産投資事業部管掌、不動産投資事業部長

髙野 明仁 開発推進部管掌、開発推進部長

取締役 男性 ●
女性 ●

独立性
（社外
のみ）

企業
経営

財務・
会計 法務 金融・

証券
企画・
営業 国際性

土本 清幸 ● ― ●   ● ●  

岩崎 範郎 ● ― ● ●  ●   

山田 和雄 ● ― ● ●   ●  

水田 廣樹 ● ― ●    ●  

中尾 友治 ● ― ●   ● ●  

増井 喜一郎 ● ●    ● ●  

太田 順司 ● ● ● ●   ●  

森口 宏 ● ● ●  ●  ● ● ●

宇都宮 純子 ○ ●   ●    

ビルディング事業部管掌

1987年4月 東京証券取引所入所
2006年7月 日本駐車場開発株式会社入社管理本部長
2009年6月 株式会社ホリプロ社外監査役
2009年10月 日本駐車場開発株式会社取締役総務本部長
2011年8月 当社総務企画本部企画財務グループ部長
2013年6月 当社総務企画本部企画財務グループリーダー部長
2014年6月 当社執行役員（現任）

当社企画総務部長
2014年11月 当社企画総務部（企画）管掌

当社投資と成長が生まれる街づくり協議会事務
局室管掌

2015年5月 当社街づくり推進室管掌
2018年6月 当社開発推進部（企画）管掌
2020年6月 当社取締役（現任）

当社ビルディング事業部管掌（現任）

1973年4月 大蔵省入省
2000年6月 大蔵省近畿財務局長
2003年7月 金融庁総務企画局長
2005年9月 日本証券業協会専務理事
2006年5月 日本証券業協会副会長
2012年6月 株式会社東京証券会館取締役
2013年7月 日本投資者保護基金理事長
2014年6月 公益財団法人日本証券経済研究所理事長（現任）
2016年6月 株式会社日本格付研究所社外取締役（現任）
2017年6月 当社社外取締役（現任）

取締役 執行役員

中尾 友治
取締役（社外）

増井 喜一郎

1971年4月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
2001年6月 同社取締役関連会社部長
2003年4月 同社取締役経営企画部長
2005年4月 同社常務取締役
2008年6月 同社常任監査役
2011年5月 公益社団法人日本監査役協会会長
2012年6月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）常

任顧問
新日鉄エンジニアリング株式会社（現日鉄エンジ
ニアリング株式会社）社外監査役　
株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域
経済活性化支援機構）社外監査役

2014年7月 新日鐵住金株式会社（現日本製鉄株式会社）顧問
2014年11月 公益社団法人日本監査役協会最高顧問
2016年7月 日本証券業協会公益理事・自主規制会議議長・

副会長
2018年6月 当社社外取締役（現任）

株式会社東芝社外取締役（2021年6月25日退任）

1967年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
1995年6月 同社取締役、ユニオン・バンク取締役副会長
1996年4月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀

行）取締役
1997年5月 ユニオンバンカル・コーポレーション頭取、

ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア頭取
2000年6月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀

行）常務取締役
2001年7月 同社常務取締役トレジャリー部門長兼EC推進

部門長
2003年5月 同社代表取締役副頭取グローバル企業部門長
2004年5月 同社代表取締役副頭取業務全般総括
2005年6月 同社常任顧問
2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）常任顧問
2006年2月 J.P.モルガン証券会社（現JPモルガン証券株式

会社）会長
2006年4月 JPモルガン証券株式会社取締役会長
2006年6月 同社代表取締役会長兼CEO兼社長
2007年9月 同社代表取締役会長
2016年7月 同社シニアーアドバイザー
2020年6月 当社社外取締役（現任）

取締役（社外）

太田 順司
取締役（社外）

森口 宏

代表取締役社長
社長執行役員

土本 清幸
企画総務部、財務部、
法務室管掌

1982年4月 東京証券取引所入所
2013年6月 株式会社東京証券取引所

常務取締役
2014年6月 同社取締役常務執行役員
2016年4月 同社取締役専務執行役員
2017年6月 当社取締役　

当社専務執行役員
当社不動産営業部管掌

2018年6月 当社ビルディング事業部管掌
2019年5月 当社代表取締役

当社社長業務代行
2019年12月 当社代表取締役社長（現任）

当社社長執行役員（現任）

1981年4月 東京証券取引所入所
2013年1月 
2013年6月 

株式会社日本取引所グループ執行役
株式会社東京証券取引所執行役員

2014年6月 当社常務執行役員
当社財務部管掌（現任）

2014年11月 当社企画総務部（総務）管掌
2015年1月  当社法務室管掌（現任）
2015年6月 当社取締役
2019年12月 当社代表取締役（現任）
2020年6月 当社専務執行役員（現任）

当社企画総務部管掌（現任）

代表取締役
専務執行役員

岩崎 範郎

取締役 専務執行役員

山田 和雄
開発推進部、
不動産投資事業部管掌

地域共創部管掌

1980年4月 当社入社
2004年12月 当社ビルディング事業部長
2006年7月 当社ビルディング事業部長兼札幌支店長
2007年4月 当社財務部長
2009年6月 当社執行役員
2010年6月 当社総務本部副本部長・企画財務グループリーダー
2011年6月 当社取締役（現任）

当社常務執行役員
当社総務企画本部長

2014年6月 当社不動産ソリューション部管掌
2016年6月 当社開発企画部（開発）管掌
2018年6月 当社開発推進部（開発）管掌
2020年6月 当社専務執行役員（現任）

当社開発推進部、不動産投資事業部管掌（現任）

1987年4月 当社入社
2007年4月 当社大阪支店長
2010年6月 当社名古屋支店長
2012年6月 当社賃貸事業本部

ビルリーシンググループリーダー部長
2013年6月 当社執行役員（現任）

当社賃貸事業本部ビル事業グループリーダー
2014年4月 当社大阪支店営業担当
2014年6月 当社大阪支店長
2020年6月 当社取締役（現任）

当社地域共創部管掌（現任）

監査役（社外）

椿 愼美
監査役（社外）

関根 淳

1970年4月 荏原インフィルコ株式会社（現株式会社荏原
製作所）入社

1975年5月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査
法人）入社

1979年3月 公認会計士登録・開業（現任）
1999年7月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）

代表社員就任
2004年7月 日本公認会計士協会常務理事
2013年6月 NKSJホールディングス株式会社（現SOMPO

ホールディングス株式会社）社外監査役
2014年6月 当社社外監査役（現任）
2016年6月 セイコーエプソン株式会社社外取締役（監査等

委員）

1978年4月 日本銀行入行
2001年5月 同行松本支店長
2003年7月 同行広島支店長
2006年1月 同行総務人事局審議役
2007年3月 同行調査統計局審議役
2008年5月 岡三証券株式会社入社
2008年6月 同社取締役
2017年4月 株式会社岡三証券グループ執行役員
2017年6月 岡三証券株式会社常務執行役員
2018年6月 当社社外監査役（現任）

株式会社SBJ銀行社外取締役
2021年6月 株式会社栃木銀行社外取締役（2021年6月29日

就任）

  監査役

監査役（常勤）

加藤 尚人
監査役（常勤）（社外）

下村 昌作

1979年4月 当社入社
1987年12月 当社財務部
1997年4月 当社大阪支店
2001年7月 当社福岡支店
2002年7月 当社総務部
2010年6月 当社総務本部総務グループ部長
2014年6月 当社企画総務部部長
2015年6月 当社監査役（現任）

1987年4月 東京証券取引所入所
2010年6月 公益財団法人財務会計基準機構出向企業

会計基準委員会専門研究員兼企画部部長
（2012年6月まで）

2012年6月 東京証券取引所自主規制法人
（現日本取引所自主規制法人）考査部長

2014年4月 日本取引所自主規制法人考査部長
2014年6月 同上場審査部長
2016年4月 同総合管理室企画統括役
2016年6月 同常任監事
2021年6月 当社社外監査役（現任）

取締役 執行役員

水田 廣樹

※上記一覧表は、取締役の有する全ての知見を表すものではありません。

サステナビリティ／ESG
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