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当社従業員主要人事のお知らせ 

 
当社は、１００％子会社である株式会社ジオトップ、大同コンクリート工業株式会社およびヨーコン株式会社を

吸収合併することを決定した旨、２００６年１０月２７日に公表しておりますが、２００７年２月２３日開催の

締役会において、当社従業員の主要人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 取 
記 

 
［本 社］ 

新組織・役職 氏 名 現 職 

本部名 役職名  会社名 主な役職名 

企画本部 企画本部長 井 上  徹 ㈱ジオトップ 企画本部長 

  企画部長 荻野 法明 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 営業本部 副本部長 

管理本部 管理本部長 細川 義隆 ㈱ジオトップ 管理本部長 

  総務部長 

  兼 秘書室長 

松野 一裕 ヨーコン㈱ 管理本部長 

  総務部 副部長 

  兼 広報室長 

古谷 一珠枝 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 経営企画本部 副本部長 

  人事部長 重 松  徹 ㈱ジオトップ 総務部長 

兼 広報室長 

 経理部長 吉田 順一※１ 

※１兼務

㈱ジオトップ 経理部長 

兼 与信管理室長 

 

  経理部 副部長 藤野 高行 ㈱ジオトップ 経理課長 

  与信管理部長 吉田 順一※１ 

※１兼務

㈱ジオトップ 経理部長 

兼 与信管理室長 

  システム部長 大 黒  出 ㈱ジオトップ 計数室長 

営業推進本部 営業推進本部長 中村 順一※２ 

※２兼務

㈱ジオトップ 土木営業本部長 

兼 鋼管杭事業部長 

  営業企画部長 吉 村  洋 ㈱ジオトップ 事業企画推進部長 

  基礎設計部長 後庵 満丸 ㈱ジオトップ ジャパンパイル㈱出向 

同 基礎設計部長 

   営業推進部長 三沢 孝治 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 東京営業所長 

    営業推進部 部長 田中 幸三 ㈱ジオトップ 営業推進部 部長 

   営業推進部 部長 土田 稔雄 ㈱ジオトップ 営業推進部 部長 

パイル営業本部 パイル営業本部長 山本 晴久 ㈱ジオトップ 建築営業本部長 

兼 営業推進部長 



鋼管営業本部 鋼管営業本部長 中村 順一※２

※２兼務

㈱ジオトップ 土木営業本部長 

兼 鋼管杭事業部長 

場所打営業本部長 大越 正彦 ヨーコン㈱ 営業本部長 

兼 営業推進部長 

場所打営業本部 

場所打営業本部 副本部長 土橋 由行 ヨーコン㈱ 名古屋支店 副支店長 

             (場所打ち営業) 

環境製品本部 環境製品本部長 勢古口 順 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 環境製品営業本部長 

施工本部 施工本部長 新谷 岳史 ヨーコン㈱ (代表取締役社長) 

 施工本部 副本部長 細 田  豊 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 施工本部長 

 施工本部 副本部長 須見 光二 ㈱ジオトップ 施工本部長 

  施工統括部長 細田 光美 ㈱ジオトップ 施工本部 副本部長 

  施工部長 梶原 信雄 ㈱ジオトップ 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱出向 

同 施工本部 副本部長 

  施工技術部長 吉 田  映 ㈱ジオトップ 土木技術部長 

技術本部 技術本部長 

 兼 技術開発部長 

小椋 仁志 ㈱ジオトップ ジャパンパイル㈱出向 

同 技術開発部長 

  業務管理部長 

[大阪駐在]

安田 一郎 ㈱ジオトップ ジャパンパイル㈱出向 

同 業務管理部長 

  安全管理部長   [大阪駐在] 金川 泰典 ㈱ジオトップ 管理本部長付 

 
［営業本部・施工本部内］ 

新組織・役職 氏 名 現 職 

支社名 役職名  会社名 主な役職名 

関東支社 関東支社長 馬場 修身 ㈱ジオトップ 東京支社長 

  東京支店長 武藤 博之 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 福岡営業所長 

  東京支店  パイル営業部長 松山 直己 ㈱ジオトップ 東京支社 建築営業部長 

兼 東京営業所長 

  東京支店  鋼管営業部長 井上 俊郎 ㈱ジオトップ 東京支社 土木営業部長 

  東京支店  場所打営業部長 山本 義和 ヨーコン㈱ 東京営業所長 

  東京支店 環境製品営業部長 丹羽 和彦 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 環境エンジニアリング室長 

  横浜支店長 河野 郁男 ㈱ジオトップ 東京支社 建築営業部 副部長 

兼 横浜営業所長 

  北関東支店長 大村 重俊 ㈱ジオトップ 北関東営業所長 

  東関東支店長 安富 司郎 ㈱ジオトップ 東京支社 建築営業部 副部長 

兼 千葉営業所長 

  工事部長 浜 田  隆 ㈱ジオトップ 東京支社 工事課長 

中部支社 中部支社長 古川 敏英 ヨーコン㈱ 営業本部 副本部長 

兼 大阪支店長 

  名古屋支店長 依 田  努 ㈱ジオトップ 名古屋支店長 

  北陸支店長 室田 太志 ㈱ジオトップ 金沢営業所長 

  工事部長 早 川 清 ヨーコン㈱ 名古屋支店 工事部長 

   営業推進部 部長 高木 茂紀 ヨーコン㈱ 名古屋支店 副支店長 

               (パイル営業) 

関西支社 関西支社長 小寺 浩二 ㈱ジオトップ 九州支店長 

  大阪支店長 宮川 昌明 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 名古屋営業所長 

  工事部長 川原 広時 ㈱ジオトップ 大阪支店 工事課長 

 

 

 営業推進部 部長   片 山 宏 ㈱ジオトップ 営業推進部 部長 



中四国支社 中四国支社長 大 橋  渡※３ 

※３兼務 

ヨーコン㈱ 営業本部 副本部長 

兼 名古屋支店長 

  広島支店長 宮寺 義幸 ㈱ジオトップ 広島支店長 

  岡山支店長 平 正 信 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 大阪営業所長 

  四国支店長 中尾 保正 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 広島営業所長 

  工事部長 大 橋  渡※３ 

※３兼務 

ヨーコン㈱ 営業本部 副本部長 

兼 名古屋支店長 

九州支社 九州支社長 井原 茂満 大同ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 経営企画本部長 

  福岡支店長 長 塩  優 ㈱ジオトップ 大阪支店長 

  鹿児島支店長 岩 城  正 ㈱ジオトップ 鹿児島営業所長 

  工事部長 荒木 繁幸 ㈱ジオトップ 九州支店 工事課長 

営業推進本部  九州営業推進部長 石橋 喜久 ㈱ジオトップ ジャパンパイル㈱出向 

同 九州営業推進部長 

営業本部  北海道支店長 岩崎 悟志 ㈱ジオトップ 北海道支店長 

  東北支店長 菊地 登志光 ㈱ジオトップ 東北支店長 

 
以上 


