
平成29年3月1日

各　位

会社名 ジオスター株式会社

代表者名 代表取締役社長　　栗山　実則

（コード番号　5282　東証第2部）

問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長　藤原　知貴

（TEL　03-5844-1200）

　当社は、平成29年3月1日開催の取締役会において、下記の通り、取締役、執行役員、参与および顧問の人事異動を

決定しましたので、お知らせします。

１．取締役、および執行役員の異動

　　（委嘱） （平成29年4月１日付）

氏名

栗山　実則 代表取締役社長 代表取締役社長

武田　信一 取締役社長付 取締役常務執行役員

技術統括本部長

兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長

藤原　知貴 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員

経営管理本部長 経営管理本部長

兼GEOSTR-RV PTE. LTD.　取締役（非常勤） 兼GEOSTR-RV PTE. LTD.　取締役（非常勤）

兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　取締役（非常勤） 兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　取締役（非常勤）

河原　繁夫 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員

技術統括本部長 技術統括副本部長

兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長

堂園　洋介 取締役社長付 取締役常務執行役員

営業統括本部長

兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長

平川　高之 常務執行役員 常務執行役員

営業統括本部長 営業統括副本部長兼同本部本社営業部長事務取扱

兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長

藤野  豊 常務執行役員 常務執行役員

技術統括副本部長 技術統括副本部長

兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長 兼経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長

辻 　利幸 常務執行役員 常務執行役員

営業統括副本部長（大阪在勤） 関西事業部長

古橋　義孝 常務執行役員 執行役員

経営管理副本部長 経営管理副本部長

兼同本部経理チームリーダー事務取扱 兼同本部経理チームリーダー事務取扱

田中　秀樹 執行役員 執行役員

営業統括本部部長 営業統括本部部長

河野  定 執行役員 執行役員

九州事業部長兼九州支店長事務取扱 九州事業部長兼九州支店長事務取扱

兼同事業部事業管理グループリーダー事務取扱 兼同事業部事業管理グループリーダー事務取扱

長谷川　 精一 執行役員 執行役員

経営管理本部総務チームリーダー 経営管理本部総務チームリーダー

森石　信也 執行役員 執行役員

関西事業部長兼大阪支店長 関西事業部大阪支店長

（新任） 大澤　孝明 執行役員 参与

技術統括本部部長 技術統括本部部長

（新任） 田邉　敏 執行役員 常任顧問

技術統括本部部長 技術統括本部

（新任） 真辺　純裕 執行役員 新日鉄住金ソリューションズ株式会社

経営管理本部情報通信システムチームリーダー 技術本部システム研究開発センター専門部長

（新任） 松木　正裕 執行役員 参与

経営管理本部海外事業・関係会社管理チームリーダー 経営管理本部海外事業・関係会社管理チームリーダー

　 兼同本部情報通信システムチーム部長

（新任） 高松　芳徳 執行役員 参与

技術統括本部技術部長 技術統括本部技術部長

なお、栗山実則氏は、平成29年6月28日開催予定の第48回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定の上、取締役相談役に就任予定

役員等の異動に関するお知らせ

委嘱内容 現状



２．参与の委嘱

　　（委嘱）

（平成29年4月１日付）

氏名

藤井　淳郎 参与 参与

経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇 経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇

GEOSTR-RV PTE. LTD.　出向 GEOSTR-RV PTE. LTD.　出向

GEOSTR-RV PTE. LTD.　取締役 GEOSTR-RV PTE. LTD.　取締役

兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　取締役 兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　取締役

大長　唯宏 参与 参与

技術統括本部生産技術部長 技術統括本部生産技術部長

兼同部生産技術チームリーダー事務取扱 兼同部生産技術チームリーダー事務取扱

長塚　一彦 参与 参与

関西事業部橋本工場長 経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇

兼同工場製造課長事務取扱 GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　出向

兼ジオファクト株式会社顧問（非常勤）

（新任） 池田　真 参与 営業統括本部本社営業部部長

営業統括本部本社営業部長 兼同部土木営業グループリーダー事務取扱

（新任） 大瀧　敦夫 参与 経営管理本部総務チーム部長待遇

経営管理本部総務チーム部長 ジオファクト株式会社出向

ジオファクト株式会社取締役経営管理部長（兼務出向） 同社取締役経営管理部長

（新任） 三宅　正人 参与 技術統括本部茨城工場長

技術統括本部茨城工場長

（新任） 佐久間　靖 参与 経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇

経営管理本部海外事業・関係会社管理チーム部長待遇 GEOSTR-RV PTE. LTD.　出向

GEOSTR-RV PTE. LTD.　出向 GEOSTR-RV PTE. LTD.　代表取締役

GEOSTR-RV PTE. LTD.　代表取締役 兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　代表取締役

兼GEOSTR RV（M）　SDN.　BHD.　代表取締役

３．顧問

　　（委嘱）

（平成29年4月１日付）

氏名 委嘱内容

（新任） 端山　真吾 常任顧問 新日鐵住金株式会社

経営管理本部 参与　物流部長

白川　竜男 常任顧問 常勤嘱託　執行役員待遇

関西事業部 関西事業部部長兼九州事業部部長

なお、端山真吾氏は、平成29年6月28日開催予定の第48回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定の上、代表取締役社長に就任予定

　　（解嘱）

（平成29年3月31日付）

氏名

井上　幸則 期間満了により解嘱 顧問

経営管理本部

４．新任執行役員の経歴

　　氏名 大澤　孝明（おおさわ　たかあき）

　　生年月日 昭和32年11月8日生

　　最終学歴 京都大学　大学院　機械工学科

　　略歴

昭和57年4月1日 新日本製鐵株式会社入社

平成24年10月1日 新日鐵住金株式会社広畑製鐵所

設備部設備技術室主幹

平成24年12月31日 太平工業株式会社（現日鉄住金テックスエンジ株式会社）

機械事業部技術部チーフマネジャー

平成25年10月1日 日鉄住金テックスエンジ株式会社

プラントエンジニアリングセンタープラントエンジニアリング統括室チーフマネジャー

平成27年10月1日 同社機械事業本部エンジニアリング事業部

大阪エンジニアリングセンターチーフマネジャー

平成28年7月1日 ジオスター株式会社参与技術統括本部部長

現在に至る

解嘱事由 現状

委嘱内容 現状

現状



　　氏名 田邉　敏（たなべ　さとし）

　　生年月日 昭和33年7月22日生

　　最終学歴 早稲田大学　理工学部　土木工学科

　　略歴

昭和58年4月1日 株式会社熊谷組入社

平成18年4月1日 同社首都圏支店土木事業部土木部工事管理部長

平成19年4月1日 同社首都圏支店土木事業部土木部部長

平成21年4月1日 同社首都圏支店土木事業部副事業部長

平成22年4月1日 同社土木事業本部土木部長

平成23年4月1日 同社土木事業本部土木企画室長

平成26年4月1日 同社土木事業本部副本部長

平成28年4月1日 ジオスター株式会社技術統括本部常任顧問

現在に至る

　　氏名 真辺　純裕（まなべ　すみひろ）

　　生年月日 昭和33年8月30日生

　　最終学歴 豊橋技術科学大学大学院　生産システム学科

　　略歴

昭和58年4月1日 新日本製鐵株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社

平成8年10月1日 同社八幡製鐵所生産技術部システム室長

平成9年6月27日 同社八幡製鐵所生産技術部システムグループリーダー

平成13年8月1日 同社業務プロセス改革推進部ＩＴグループリーダー

平成18年11月1日 同社業務プロセス改革推進部部長

平成26年9月1日 新日鉄住金ソリューションズ株式会社技術本部システム研究開発センター専門部長

現在に至る

　　氏名 松木　正裕（まつき　まさひろ）

　　生年月日 昭和34年5月25日生

　　最終学歴 京都大学　経済学部　経済学科

　　略歴

昭和59年4月1日 新日本製鐵株式会社入社

平成9年6月27日 同社電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出グループマネジャー

平成10年5月1日 同社欧州事務所マネジャー

平成12年2月1日 同社海外営業企画・調整グループマネジャー

平成23年11月1日 同社海外事業企画部部長

平成24年10月1日 新日鐵住金株式会社海外事業企画部上席主幹

平成27年7月1日 同社グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター上席主幹

平成28年7月1日 ジオスター株式会社参与経営管理本部海外事業・関係会社管理チームリーダー

現在に至る

　　氏名 高松　芳徳（たかまつ　よしのり）

　　生年月日 昭和37年8月29日生

　　最終学歴 日本大学　理工学部　交通土木工学科

　　略歴

昭和60年4月1日 日本プレスコンクリート株式会社（現ジオスター株式会社）入社

平成16年4月1日 同社中部事業部名古屋支店技術グループ課長

平成24年4月1日 同社技術部技術開発チームリーダー（課長）

平成25年4月1日 同社技術部エンジニアリングサポートセンター長（部長）

平成27年7月1日 同社技術部本社土木技術センター長（部長）

平成28年4月1日 同社参与技術統括本部技術部長

現在に至る

５．新任顧問の経歴

　　氏名 端山　真吾（はやま　しんご）

　　生年月日 昭和33年8月22日生

　　最終学歴 九州大学　法学部　法学科

　　略歴

昭和57年4月1日 新日本製鐵株式会社入社

平成18年4月1日 同社大分製鐵所生産管理部部長

平成21年4月1日 同社上海事務所長

平成24年10月1日 新日鐵住金株式会社物流部長

平成27年4月1日 同社参与物流部長

現在に至る


