
 

 

報道関係者各位

髙松コンストラクション

を図るため周辺事業の強化に取り組みます。

事業の拡大を図ること

まと建設株式会社

より、下記の通り社名変更

とともに、

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

 

髙松テクノサービス株式会社（大阪）

髙松テクノサービス株式会社（東京）

髙松エステート株式会社（大阪）

髙松エステート株式会社（東京）

 

やまと建設

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

りサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙松コンストラクション

今後もさらなるお客様

 

 

髙松

報道関係者各位 

コンストラクション

を図るため周辺事業の強化に取り組みます。

事業の拡大を図ることと

まと建設株式会社」および、

より、下記の通り社名変更

、より一層のグループ連携強化を図り、

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

髙松テクノサービス株式会社（大阪）

髙松テクノサービス株式会社（東京）

髙松エステート株式会社（大阪）

髙松エステート株式会社（東京）

やまと建設株式会社は従来の

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

サービスの充実化を図るとともに、新たに

コンストラクション

さらなるお客様

 

髙松コンストラクション

「やまと建設株式会社

コンストラクショングループは、

を図るため周辺事業の強化に取り組みます。

となりましたのでお知らせ

および、マンション管理

より、下記の通り社名変更をいたします。

一層のグループ連携強化を図り、

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

【新社名】

髙松テクノサービス株式会社（大阪）

髙松テクノサービス株式会社（東京）

髙松エステート株式会社（大阪）

髙松エステート株式会社（東京）

は従来のメンテナンス・リフォーム

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

化を図るとともに、新たに

コンストラクショングループは

さらなるお客様満足度向上に努めてまいります。

  

コンストラクション

やまと建設株式会社

＜本件

髙松建設株式会社

会 社

代表者

問合せ

 

                                                     

グループは、本年10

を図るため周辺事業の強化に取り組みます。その施策の一つとして、当グループ

なりましたのでお知らせ

マンション管理会社

をいたします。髙松

一層のグループ連携強化を図り、

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

【新社名】 

髙松テクノサービス株式会社（大阪） 

髙松テクノサービス株式会社（東京） 

髙松エステート株式会社（大阪） 

髙松エステート株式会社（東京） 

メンテナンス・リフォーム

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

化を図るとともに、新たに新築分譲マンションの販売事業

グループは、グループ一体となって

満足度向上に努めてまいります。

コンストラクショングループ

やまと建設株式会社

社名変更のお知らせ

＜本件に関する

建設株式会社

メンテナンス 
・ 

リフォーム 

会 社 名  株式会社髙松コンストラクショングループ

代表者名  代 表

問合せ先  執行役員経営戦略本部長

                                                     

10月に創業100

その施策の一つとして、当グループ

なりましたのでお知らせいたします。

会社である「株式会社日本建商

髙松コンストラクション

一層のグループ連携強化を図り、当グループの中核会社である髙松

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

 やまと建設株式会社（大阪）

 やまと建設株式会社（東京）

株式会社日本建商（大阪）

株式会社日本建商（東京）

メンテナンス・リフォーム

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

新築分譲マンションの販売事業

グループ一体となって

満足度向上に努めてまいります。 

グループ・創業 100

やまと建設株式会社」・「株

社名変更のお知らせ

に関するお問い合わせ＞

建設株式会社 経営戦略室

総合建設 

不動産
コンサルタント

 

株式会社髙松コンストラクショングループ

表 取 締 役 

（コード番号

執行役員経営戦略本部長

                                                     

100周年を迎えるにあたり、

その施策の一つとして、当グループ

いたします。メンテナンス・

株式会社日本建商

コンストラクショングループであることの認知度を高める

当グループの中核会社である髙松

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

【

やまと建設株式会社（大阪）

やまと建設株式会社（東京）

株式会社日本建商（大阪）

株式会社日本建商（東京）

メンテナンス・リフォーム事業に加え、

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

新築分譲マンションの販売事業

グループ一体となって多様化する

 

100 周年を契機に周辺事業強化

・「株式会社日本建商

社名変更のお知らせ 

お問い合わせ＞ 

戦略室 TEL 06

不動産総合 
コンサルタント 

株式会社髙松コンストラクショングループ

 社 長     小

（コード番号 1762

執行役員経営戦略本部長   井

（ＴＥＬ

                                                     

周年を迎えるにあたり、

その施策の一つとして、当グループ4

メンテナンス・リフォーム

株式会社日本建商」は、

グループであることの認知度を高める

当グループの中核会社である髙松

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

現社名】 

やまと建設株式会社（大阪） 

やまと建設株式会社（東京） 

株式会社日本建商（大阪） 

株式会社日本建商（東京） 

、小規模の建物新築工事や

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

新築分譲マンションの販売事業を開始する予定です。

多様化するお客様の

周年を契機に周辺事業強化

式会社日本建商

06-6307-8101 

2017 年 3

株式会社髙松コンストラクショングループ

    小 川  完

1762  東証第一部）

  井 筒  廣

（ＴＥＬ 03－3455

                                                     

周年を迎えるにあたり、事業の飛躍的成長

4社の社名変更を行い

リフォーム会社である

は、2017年 4月

グループであることの認知度を高める

当グループの中核会社である髙松建設株式会社と

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。

 

 

建物新築工事や

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において

開始する予定です。

お客様のニーズに応え

周年を契機に周辺事業強化

式会社日本建商」 

 

 

3 月 31 日  

株式会社髙松コンストラクショングループ 

完 二 

東証第一部） 

廣 之 

3455－8108） 

 

                                                       
事業の飛躍的成長

社名変更を行い、

会社である「や

月1日（土）

グループであることの認知度を高める

建設株式会社と三位一

体となってお客様の事業をサポートするべくサービスの拡充や質の向上を目指していきます。 

建物新築工事や小口修

繕を新たな収益の柱としていきます。株式会社日本建商は、髙松建設施工物件の管理業務において、よ

開始する予定です。 

ニーズに応えし、

周年を契機に周辺事業強化 

 

日（土）



 

＜添付資料＞ 会社概要 ＊2017 年 4 月 1日付の情報です 

 

【髙松テクノサービス株式会社（旧・やまと建設株式会社）会社概要】   

商号 
新商号：髙松テクノサービス株式会社（大阪） 

旧商号：やまと建設株式会社（大阪） 

新商号：髙松テクノサービス株式会社（東京） 

旧商号：やまと建設株式会社（東京） 

本社 大阪市北区大淀南 1-4-4 東京都港区芝 4-8-2 

代表者 代表取締役社長 栗原 謙一 代表取締役社長 松井 公平 

資本金 30,000 万円 30,000 万円 

株主 髙松建設株式会社（100％） 髙松建設株式会社（100％） 

事業 

内容 

営繕・メンテナンス、リノベーション工事等

の企画・設計・施工 

営繕・メンテナンス、リノベーション工事等

の企画・設計・施工 

 

 

【髙松エステート株式会社（旧・株式会社日本建商）会社概要】      

商号 
新商号：髙松エステート株式会社（大阪） 

旧商号：株式会社日本建商（大阪） 

新商号：髙松エステート株式会社（東京） 

旧商号：株式会社日本建商（東京） 

本社 大阪市淀川区新北野 1-1-20 東京都港区芝 4-8-2 

代表者 代表取締役社長 小松 晋治 代表取締役社長 髙橋 宏定 

資本金 5,000 万円 5,000 万円 

株主 髙松建設株式会社（100％） 髙松建設株式会社（100％） 

事業 

内容 
不動産全般、ビル・マンション管理 不動産全般、ビル・マンション管理 

 


