
平成20年3月26日
　

応用地質株式会社
（コード番号9755　東証一部）
　　　　　　　　代表取締役会長　田矢　盛之
　　　　　　　　代表取締役社長　間宮　　清

問合せ先　常務執行役員経営企画本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　佐々木和彦
　　　　　　　　　　　（TEL：　03-3234-0811）

組織改革および人事異動のお知らせ

１．組織改革(統合、新設、廃止）

今までの組織名 新組織名 備考

組織の改編・名称変更

新規事業であるデータベース事業の推進

発展的解消

分掌事項を管理本部に移管

発展的解消

分掌事項を二次元ﾏﾄﾘｯｸｽ推進委員会に移管

発展的解消

分掌事項を技術本部技術研究所に移管

組織の新設

主に新技術の開発、管理、指導の推進

組織の新設

国内企業が手がける国際的なプロジェクト対応の推進

組織の名称変更

発展的解消

分掌事項を滋賀支店に移管

発展的解消

分掌事項を滋賀支店に移管

  ジオデータベース準備室   データベース事業推進室

－   東京本社　国際プロジェクト室

  技術本部　二次元ﾏﾄﾘｯｸｽ推進室 －

  技術本部　技術統括部 －

－   東京本社　技術開発室

  関西支社　福井営業所 －

  業務統轄本部 －

  関西支社　京都営業所

  東京本社　技術センター　構造計画部

－

  東京本社　技術センター道路・地域計画部



　平成20年3月26日開催の第51回定時株主総会で取締役および監査役が選任され、その後の取締役会で

代表取締役および役付取締役が選任されましたのでお知らせします。

　また、平成20年4月1日から平成21年3月31日間の執行役員の職位と主な職務は下記のとおりです。

　なお、これらの異動については、平成20年2月14日に東京証券取引所に適時開示済みです。

氏　　　名 選任の種別 新職務 現職務

田矢　盛之 重任 同右 代表取締役会長兼グループCEO

間宮　　 清 重任 同右 代表取締役社長兼COO

大坊　直史 重任 同右 代表取締役副社長兼CFO　グループ統轄本部長

成田　 　賢 重任 取締役副社長 取締役副社長　業務統轄本部長

小林　克彦 重任 取締役　グループ統轄本部長代理 取締役兼専務執行役員　機器事業本部長

岩﨑　恒明 重任 同右 取締役兼専務執行役員　東京本社長

殿内　啓司 重任 取締役兼常務執行役員　コンプライアンス室長
取締役兼常務執行役員　技術本部長　兼技師長室長　兼ｼﾞｵﾃﾞｰ

ﾀﾍﾞｰｽ準備室長

平田　啓一 重任 同右 取締役兼常務執行役員　関西支社長

兼森　   孝 重任 同右
取締役　並びに　応用アール・エム・エス株式会社　代表取締役

社長

河野　啓三 新任 取締役兼常務執行役員　管理本部長　兼経理部長 常務執行役員　管理本部長

鈴木　楯夫 任期中 同右 常勤監査役

石北　俊彦 新任 常勤監査役 参与　管理本部経理部長

篠澤　和夫 任期中 同右 監査役

齋藤　俊二 任期中 同右 監査役　並びに　ニッコーシ株式会社監査役

佐々木和彦 重任 同右 常務執行役員　経営企画本部長

河本　光司 重任 同右 常務執行役員　営業本部長

馬場　干児 昇任
常務執行役員　技術本部長　兼技師長室長 兼プロ

ポーザル対応室長
執行役員　技術本部副本部長  兼プロポーザル対応室長 兼二次

元ﾏﾄﾘｯｸｽ推進室長

澁木　雅良 重任 同右 執行役員　中部支社長

吉長　健二 重任 同右 執行役員　九州支社長

曽根　好徳 重任 同右 執行役員　東北支社長

吉岡　 　正 重任 執行役員　機器事業本部長 執行役員　エネルギー事業部長　兼品質管理部長 兼管理部長

重信　　純 重任 同右 執行役員　四国支社長

田中 　 晃 重任
執行役員　東京本社副本社長　兼技術センター長 兼

地盤環境部長
執行役員　東京本社副本社長　兼技術センター長 兼地震防災部

長

堂元　史博 重任 同右 執行役員　東京本社副本社長　兼営業部長

南部　光広 重任
執行役員　関西支社副支社長　兼ジオテクニカルセン

ター長
執行役員　関西支社副支社長

佐藤　謙司 重任 執行役員　札幌支社長 執行役員　札幌支社長　兼技術管理部長

平松　晋一 新任 執行役員　エネルギー事業部長　兼品質管理部長 エネルギー事業部 技術部長

退任 前常勤監査役河野雄平氏は平成20年3月26日をもって、監査役を辞任により退任しました。

執行役員中神章彦氏は平成20年3月31日をもって、執行役員を退任し、同年4月1日から当社グループ

会社である応用リソースマネジメント株式会社の代表取締役社長に就任します。

執行役員大橋武一郎氏は平成20年3月31日をもって、執行役員を退任し、同年4月1日から当社グルー

プ会社である応用地震計測株式会社の取締役副社長に就任します。

２．取締役、監査役および執行役員の異動に関するお知らせ



新職務は平成19年4月1日付けです。

氏　　　名 新職務 現職務

     井出　 　修 データベース事業推進室長 応用アール・エム・エス株式会社　出向

     森田　康裕 管理本部　管理部長 中部支社　副支社長　兼品質管理部長　兼管理部長

     荘司  泰敬 ＯＹＯインターナショナル株式会社　出向 参与　技術本部　技術統括部長　兼文書管理センター長

     神保　 　正 ＯＹＯ　CORPORATION　U.S.A.　出向 参与　機器事業本部　管理部長

     科野　健三 東北ボーリング株式会社　出向 関西支社　ジオテクニカルセンター長　兼チームリーダー

     大塚　康範 参与　技術本部　副本部長　兼技術研究所長 技術本部　技術研究所長

     山根     誠　 技術本部　技師長室副技師長 技術本部　技師長室上級専門職

     利藤　房男 技術本部　ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ対応室長代理 東京本社　技術センター地盤環境部長

     東　　宏幸 機器事業本部　副本部長　兼エネルギー事業部　技術長 エネルギー事業部 技術センター長

     熊谷　悌二郎 参与　機器事業本部　管理部長 参与　技術本部　管理部長

     土田　庸夫 機器事業本部　新技術推進部長 機器事業本部　新技術推進部　上級専門職

     田子　公一 機器事業本部　海洋特機部長代理 機器事業本部　新技術推進部長

     松田　一英 エネルギー事業部　管理部長 関西支社　管理部副部長

     船戸　明雄 エネルギー事業部　技術センター長 エネルギー事業部　技術センター上級専門職

     大島　雅浩 エネルギー事業部　技術部長 エネルギー事業部　技術部副部長

     徳江　俊一 札幌支社　技術管理部長 札幌支社　技術部上級専門職

     渡辺　文利 東北支社　副支社長　兼営業部長 九州支社　副支社長　兼管理部長

     横沢　泰英 東北支社　営業部長代理 東京本社　東京支店副支店長

     飛田　健二 東北支社　技術管理部長 東北支社　ジオテクニカルセンター長

     平出　　亜　 東北支社　ジオテクニカルセンター長　兼チームリーダー 東北支社　技術部グループマネージャー

     對馬　　博 東北支社　盛岡支店長 東北支社　技術部グループリーダー（盛岡支店駐在）

     小松田　孝寿 東北支社　秋田支店長 東北支社　秋田支店副支店長

     貝羽　哲郎 東北支社　山形支店長 東北支社　技術部グループリーダー

     原田　益雄 東京本社　管理部長代理 東京本社　横浜支店長

     長瀬　雅美 参与　東京本社　技術開発室長　兼国際プロジェクト室長 参与　東京本社　ジオテクニカルセンター長

     太田　裕之 東京本社　技術センター構造計画部長 東京本社　技術センター道路・地域計画部長

     松山　尚典 東京本社　技術センター地震防災部長 東京本社　技術センター地震防災部副部長

     古田  一郎 東京本社　技術センターコアラボ試験センター長　兼地盤解析部長 東京本社　技術センター地盤解析部長

     村上　弘行 東京本社　ジオテクニカルセンター長　兼国際プロジェクト室副室長 東京本社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼チームリーダー

     畠山　秀喜 東京本社　ジオテクニカルセンター副センター長 東京本社　ジオテクニカルセンターチームリーダー

     安藤   　伸 東京本社　横浜支店長 財団法人　道路保全技術センター　出向

     正岡　裕之 東京本社　茨城支店長 東京本社　技術センター地盤環境部グループリーダー

     石井　伸明 東京本社　北陸支店長 東京本社　北陸支店副支店長

     熊谷　茂一 中部支社　副支社長　兼管理部長　兼技術管理部長 東北支社　副支社長　兼技術管理部長　兼技術部長

     紫和　   健　　 中部支社　品質管理部長　兼管理部グループリーダー 中部支社　品質管理部副部長　兼管理部グループリーダー

     青山　正信 中部支社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼技術管理部上級専門職 中部支社　技術管理部副部長

     増田　三男
中部支社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼チームリーダー　兼技術
管理部上級専門職

中部支社　技術管理部上級専門職

     鎌田　雅道 中部支社　岐阜支店長 東京本社　北陸支店上級専門職

     大川　哲志 中部支社　三重支店長 中部支社　営業企画部グループリーダー

     田中　武郎 関西支社　営業部長 東北支社　営業部長

     岩下　信一 関西支社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼チームリーダー 関西支社　地盤環境部長

     大内　博夫 関西支社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼チームリーダー 関西支社　地盤防災部長

     遠藤 　　司 関西支社　神戸支店長　兼グループマネージャー 関西支社　神戸支店グループリーダー

     塚原　 　光 四国支社　技術長　兼技術管理部長　兼品質管理部長 四国支社　技術部長　兼品質管理部長

     田村　浩行 四国支社　　ジオテクニカルセンター長 四国支社　高松支店長

     大宮　末廣 四国支社　高松支店長 四国支社　高松支店副支店長

     谷川　正志 四国支社　高知支店長 四国支社　ジオテクニカルセンター長

     有吉　俊光 九州支社　管理部長 九州支社　管理部グループﾏﾈｰｼﾞｬｰ

     黒木  瑞昭 九州支社　ジオテクニカルセンター副センター長 九州支社　技術管理部副部長

     村嶋　光明 九州支社　ジオテクニカルセンター副センター長　兼チームリーダー 九州支社　ジオテクニカルセンターチームリーダー

     豊留　浩人 九州支社　ジオテクニカルセンター副センター長 九州支社　ジオテクニカルセンターチームリーダー

     樫尾　正覚 九州支社　川内調査所長 九州支社　鹿児島支店スタッフリーダー

     井上　由美 九州支社　佐賀営業所長 九州支社　佐賀営業所主任

     林　　 満年 九州支社　熊本支店長 九州支社　佐賀営業所長

     大山　洋一 九州支社　鹿児島支店長 九州支社　鹿児島支店グループリーダー

    与那嶺　 満 九州支社　沖縄営業所長 九州支社　ジオテクニカルセンター専門職

３．取締役、執行役員以外の主な人事異動




