
 
 

平成 23 年 5 月 16 日 

各  位 
会社名  ジオスター株式会社 
代表社名 代表取締役社長 篠原 喜代司 

（コード番号 5282 東証第二部） 
問合せ先 取締役常務執行役員 

経営管理部長 
石川  純 

（TEL 03-5844-1200） 

 
役員等の異動に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 23 年 6 月 29 日付をもって、下記のとおり役員等の人事異動を内定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 なお、本日付、「ジオスター株式会社と東京エコン建鉄株式会社（非上場）の合併契約締結及び親会

社の異動に関するお知らせ」にて別途お知らせいたしました、当社と東京エコン建鉄株式会社との合

併（以下「本合併」といいます）の効力発生日（予定：平成 23 年 10 月１日）以後における役員人事

については、本日付「合併に伴う役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、取締役金田則夫氏は、本合併の効力が生じることとなった場合には、効力発生日（予定：平

成 23 年 10 月１日）の前日に辞任する予定であります。 

 

記 

 

１．取締役および執行役員の選任 

氏名 新役職名 現役職名 

篠原 喜代司 代表取締役社長 代表取締役社長 

栗山 実則 取締役副社長 経営管理部顧問 

小西 一正 
取締役常務執行役員 

土木・ｾｸﾞﾒﾝﾄ事業部長 

取締役常務執行役員 

土木・ｾｸﾞﾒﾝﾄ事業部長 

石川 純 
取締役常務執行役員 

経営管理部長兼内部監査室長 

取締役常務執行役員 

経営管理部長兼内部監査室長 

相馬 芳樹 
取締役常務執行役員 

技術部兼生産・施工技術部管掌 

取締役常務執行役員 

技術部兼生産・施工技術部管掌 

武田 信一 
取締役執行役員 

生産・施工技術部長  

執行役員 

生産・施工技術部長  

金田 則夫 取締役(非常勤) 取締役(非常勤) 

海野 裕介 
常務執行役員 

九州事業部長 

常務執行役員 

九州事業部長 
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井上 幸則 
常務執行役員 

経営管理部経理チームリーダー 

常務執行役員 

経営管理部経理チームリーダー 

加瀬 明 
常務執行役員 

土木・ｾｸﾞﾒﾝﾄ事業部副事業部長 

常務執行役員 

土木・ｾｸﾞﾒﾝﾄ事業部副事業部長 

河原 繁夫 
常務執行役員 

技術部長 

常務執行役員 

技術部長 

堂園 洋介 
執行役員 

中部事業部長 

執行役員 

中部事業部長 

白川 竜男 
執行役員 

関西事業部長 

執行役員 

関西事業部長 

 

 

２．監査役の異動 

氏名 新役職名 現役職名 

大竹 正人 常勤監査役 内部監査室部長 

城戸 修 監査役(非常勤) 
(新日本製鐵株式会社経営企画部 

関連会社グループ部長代理) 

 

 

３．顧問 

（委嘱） 

氏名 新役職名 現役職名 

霜越 創一 常任顧問 取締役 

渡辺 敬一 常任顧問 常勤監査役 

 

 

４．補欠監査役の選任 

(1) 選任理由 

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第 329 条第 2 項に定める補

欠監査役を２名選任いたします。なお、本議案は監査役会にて同意を得ております。  

(2) 補欠監査役候補者 

氏名 現役位 

渡辺 敬一 常勤監査役 

青田 容 (増岡・青田法律事務所共同代表) 
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５．新任取締役候補者の経歴 

(1) 氏    名  栗山 実則（くりやま みのり） 

（平成 23 年 3 月 4 日開示済み） 

 

(2) 氏    名  武田 信一（たけだ しんいち） 

生年月日  昭和２８年 ３月２６日生  

最終学歴  昭和５３年 ３月 東京工業大学総合理工学研究科社会開発工学 修了 

略    歴  昭和５３年 ４月 株式会社熊谷組 入社 

平成１０年 １月   〃  東京支店企画室長 

平成１７年 ４月   〃  プロジェクトエンジニアリング室部長 

平成２０年 ４月   〃  土木事業本部営業部部長 

平成２１年 ７月  ジオスター株式会社参与生産・施工技術部部長 

平成２２年 ４月   〃  執行役員生産・施工技術部長 

（現任） 

 

６．新任監査役候補者の経歴 

(1) 氏    名  大竹 正人（おおたけ まさと） 

生年月日  昭和２７年 １月 ９日生  

最終学歴  昭和５１年 ３月 千葉工業大学工学部建築学科卒業 卒業 

経    歴  昭和５１年 ４月 当社  入社 

平成 ４年１１月  〃  生産技術本部生産部施設課長 

平成１０年 ６月  〃  技術部生産技術チーム課長 

平成１４年 ６月  〃  経営管理部業務ｼｽﾃﾑ企画ﾁｰﾑ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長 

平成１５年 ６月  〃  経営管理部業務ｼｽﾃﾑ企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

平成１６年 ６月  〃  土木事業部栃木工場長 

平成１８年１１月  〃  内部監査室課長 

平成２１年 ７月  〃  内部監査室部長 

（現任） 

 

(2) 氏    名  城戸 修（きど おさむ） 

生年月日  昭和４１年 ５月 ８日生  

最終学歴  平成 ２年 ３月 九州大学経済学部経済学科 卒業 

経    歴  平成 ２年 ４月 新日本製鐵株式会社 入社 

平成１２年 ３月  〃  東京製造所総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

平成１５年 １月  〃  鋼管事業部鋼管営業部企画・調整ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ  

平成１９年 ４月  〃  経営企画部関連会社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

平成２１年 ４月   〃  経営企画部関連会社ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長代理 

（現任） 

以上 
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