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価値創造戦略

取締役体制

植村 仁
取締役

東急不動産（株）代表取締役副会長

北川 登士彦
取締役

東急住宅リース（株）代表取締役社長

岡田 正志
取締役

東急不動産（株）取締役

榊 真二
取締役

東急リバブル（株）代表取締役社長

西川 弘典
取締役

東急不動産（株）代表取締役

金指 潔
代表取締役会長

東急不動産（株）取締役会長
東京急行電鉄（株）社外取締役
（株）東急ハンズ取締役会長
（株）東急レクリエーション取締役

大隈 郁仁
代表取締役社長

東急不動産（株）代表取締役社長

雜賀 克　
取締役

（株）東急コミュニティー代表取締役社長

役員紹介
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野本 弘文
取締役

東京急行電鉄（株）代表取締役会長
（株）東急レクリエーション 取締役
東映（株）社外取締役
（株）ゆうちょ銀行社外取締役

壱岐 浩一
社外取締役（独立役員）

1970年 4月 第一生命保険（相）入社
2001年 6月 東急不動産（株）監査役
2007年 4月  第一生命保険（相）代表取締役  

副社長執行役員
2008年 6月 （株）第一ビルディング 代表取締役社長
2009年 6月  DIAMアセットマネジメント（株） 

代表取締役会長
2014年 6月 当社社外取締役（現）
2014年 7月 東邦金属（株）代表取締役
【選任の理由】
過去において業務執行者であった第一生命グループ
における豊富な業務経験と会社経営全般の幅広い
見識を当社の経営に反映していただくため。

住田 謙
監査役

1973年 4月 三井信託銀行（株）入社
1999年 6月 同社取締役
2006年 6月  三井トラスト・ホールディングス（株）

専務取締役
2007年10月   中央三井トラスト・ホールディングス（株）

専務取締役
2010年 6月  中央三井アセット信託銀行（株） 

取締役社長
2013年 6月 三井ダイレクト損害保険（株）監査役
2014年 7月 三泉トラスト保険サービス（株）顧問
2015年 6月 東急不動産（株）常勤監査役（現）
2015年 6月 当社常勤監査役（現）

橋詰 雅彦
監査役

1983年 4月 東急不動産（株）入社
2010年 4月 同社統括部長
2014年 4月 同社執行役員
2017年 4月 同社常勤監査役（現）
2017年 4月 （株）東急コミュニティー監査役（現）
2017年 4月 東急リバブル（株）監査役（現）
2017年 4月 （株）東急ハンズ監査役（現）
2017年 4月 東急住宅リース（株）監査役（現）
2017年 6月 当社常勤監査役（現）

浅野 友靖
社外監査役（独立役員）

1978年 4月 第一生命保険（相）入社
2009年 6月 同社取締役常務執行役員
2010年 4月  第一生命保険（株）取締役常務執行役員
2011年 6月 東急不動産（株）監査役
2013年10月 当社社外監査役（現）
2016年10月  第一生命ホールディングス（株）

取締役専務執行役員
2017年 6月  公益財団法人心臓血管研究所

理事長（現）

武智 克典
社外監査役（独立役員）

2000年 4月 法務省民事局付検事
2003年 8月 東京地方裁判所判事補
2003年10月 弁護士登録
2003年10月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所

入所
2006年 1月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所

パートナー
2006年11月 片岡総合法律事務所パートナー
2011年 7月 武智総合法律事務所開設（現）
2017年 6月 当社社外監査役（現）

桜井 俊
社外取締役（独立役員） 

1977年 4月 郵政省（現 総務省）入省
2005年 8月 総務省総合通信基盤局電波部長
2008年 7月 同省総合通信基盤局長
2012年 9月 同省情報通信国際戦略局長
2013年 6月 総務審議官
2015年 7月 総務事務次官
2018年 1月 （株）電通執行役員（現）
2018年 6月 当社社外取締役（現）
【選任の理由】
行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社
の経営に反映していただくため。
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 誠
社外取締役（独立役員）

1978年 4月 裁判官任官
2000年 4月 東京地方裁判所部総括判事
2007年 7月 法務省大臣官房訟務総括審議官
2012年11月 東京高等裁判所部総括判事
2014年 7月 東京家庭裁判所所長
2015年 6月 東京地方裁判所所長
2017年 2月 弁護士登録
2017年 2月 ソフィアシティ法律事務所特別顧問
2017年 6月  富士フイルムホールディングス（株）

社外取締役（現）
2018年 6月 セーレン（株）社外監査役（現）
2018年 6月 当社社外取締役（現）
【選任の理由】
裁判官および弁護士としての専門的知見と企業法務
に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただ
くため。

新井 佐恵子
社外取締役（独立役員）

1987年10月  英和監査法人（現 有限責任あずさ監査
法人）入所

1993年10月 佐々木公認会計士事務所入所
1998年 9月  （株）インターネット総合研究所

取締役 管理本部長 兼 CFO
2002年11月  （有）グラティア（現 （有）アキュレイ）設立、

代表就任（現）
2016年 4月 白鴎大学特任教授
2017年 6月  イオンクレジットサービス（株）

社外監査役（現）
2018年 4月 昭和女子大学教授（現）
2018年 6月 大日本住友製薬（株）社外取締役（現）
2018年 6月 当社社外取締役（現）
【選任の理由】
公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加
え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経
験を当社の経営に反映していただくため。

　 　取締役体制 監査役体制

執行役員体制

社長執行役員 大隈 郁仁 グループ内部監査部担当（東急不動産（株）代表取締役社長）

執行役員 榊 真二 仲介事業担当（東急リバブル（株）代表取締役社長）

執行役員 植村 仁 グループ海外事業統括（東急不動産（株）代表取締役副会長）

執行役員 雜賀 克 管理事業担当（（株）東急コミュニティー代表取締役社長）

執行役員 北川 登士彦 都市事業担当（東急住宅リース（株）代表取締役社長）

執行役員 西川 弘典 一般管理部門管掌、次世代・関連事業担当（東急不動産（株）代表取締役）

執行役員 岡田 正志 都市事業担当（東急不動産（株）都市事業ユニット長）

執行役員 吉浦 勝博 都市事業担当（（株）学生情報センター代表取締役社長）

執行役員 木村 昌平 ウェルネス事業担当（東急不動産（株）ウェルネス事業ユニット長）

執行役員 古沢 繁之 住宅事業担当（東急不動産（株）住宅事業ユニット長）

執行役員 木村 成一 ハンズ事業担当（（株）東急ハンズ代表取締役社長）

執行役員 持田 一夫 管理事業担当（（株）東急コミュニティー一般管理部門担当）

執行役員 太田 陽一 仲介事業担当（東急リバブル（株）一般管理部門担当）

執行役員 西村 和浩 グループ企画政策部、グループ財務部、グループ経理部担当

執行役員 亀島 成幸 グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部担当

執行役員 三輪 真也 グループソリューション推進部担当

執行役員 星野 浩明 グループ経営企画部、グループマーケティングIT戦略部担当




