
　　平成20年3月25日

各 位

会社名　　三 井 倉 庫 株 式 会 社

代表者名　取締役社長　　田 村 和 男

（ｺｰﾄﾞ番号　9302   東証・大証第１部）

問合せ先　総務部長 　　 竹 内 滋 郎

（TEL.　03-6400-8000）

経営組織体制等の変更及び取締役・執行役員の人事異動のお知らせ

当社取締役会において、平成２０年４月１日付けで組織体制の変更、及び取締役・執行役員の昇格並びに担当職

務の変更を行うとともに、平成２０年６月２７日開催予定の株主総会で選任頂く取締役候補（任期１年）及び監

査役候補を内定いたしましたので、関連する人事と併せて、下記のとおりお知らせいたします。

記

Ⅰ．平成２０年４月１日付異動

１．取締役の異動並びに担当職務の変更

新　（H20.4.1付） 現

代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役
（港運部門統括経営執行責任者）

大浦　俊夫
（おおうら　としお）

氏　　　名 備考

（6月27日　監査役就任予定）並木　健
（なみき　たけし）

執行役員（人事担当）

執行役員（港運担当）野呂　顕正
（のろ　あきまさ）

港運部長 昇格

執行役員（人事・リスク管理担当）中谷　幸裕
（なかや　ゆきひろ）

リスク管理部長 昇格

常務取締役
（港運部門統括経営執行責任者）

杉本　弘美
（すぎもと　ひろみ）

取締役上級執行役員（関東地域担当）
関東支社長

取締役上級執行役員(国際営業･海外事業担当)垣見　玄悟
（かきみ　げんご）

取締役上級執行役員（国際営業担当）

上級執行役員（関東地域担当）
関東支社長

武隈　壮治
（たけくま　そうじ）

執行役員（関西地域担当）
関西支社長

昇格

２．執行役員の昇格並びに担当職務の変更

新　（H20.4.1付） 現氏　　　名 備考

取締役上級執行役員（関西地域担当）
関西支社長

白石　成
（しらいし　しげる）

取締役上級執行役員（海外事業担当）

取締役上級執行役員(ＬＩＴ・ＢＰＯ事業推進
担当)兼　ＬＩＴ推進部長

並木　克己
（なみき　かつみ）

取締役上級執行役員(ＬＩＴ・ＢＰＯ事業推進
担当)

三井倉庫ファシリティーズ株式会社社長関　和男
（せき　かずお）

執行役員（不動産担当）
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国際営業第一部長小幡　潔司
（おばた　きよし）

３．その他の人事異動

新 現氏　　　名

海外事業部長

備考

国際営業第二部長小川　良司
（おがわ　りょうじ）

国際部長

人事部長新村　明弘
（にいむら　あきひろ）

営業部営業推進室長 昇格

リスク管理部長尾藤　成樹
（びとう　しげき）

人事部長

３ＰＬ推進部長藤岡　圭
（ふじおか　けい）

ＬＩＴ推進部長

海外事業部長池田　隆二
（いけだ　りゅうじ）

海外事業部海外事業室長 昇格

港運部長松川　昇
（まつかわ　のぼる）

港運部港運統括室長 昇格
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４．組織改編

営業部

営業部

３ＰＬ推進部

戦略事業である３ＰＬ事
業を推進する組織を新設

国際営業第二部

国際営業第一部

国際部

担当地域により、「米
州・欧州」と「北東アジ
ア・東南アジア」を分割
し、より専門的に管掌

新 現 備考



Ⅱ．平成２０年４月１日付経営体制及び幹部社員
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代表取締役社長（最高経営責任者） 田村　和男

代表取締役常務取締役（国内営業部門統括経営執行責任者） 林　　良孚

代表取締役専務取締役（業務・情報・不動産部門統括経営執行責任者　兼財務責任者） 　　     帰山　二郎

執行役員（九州地域担当）　九州支社長　兼三井倉庫九州株式会社社長    堀場　富志博

３ＰＬ推進部長 　 藤岡　圭

総務部長    竹内　滋郎

執行役員（中部地域担当）　中部支社長    道瀬　英二

関東支社横浜支店長    田原口　誠

国際営業第二部長    小川　良司

業務部長    小笠原　審

リスク管理部長    尾藤　成樹

港運部長    松川　昇

ＬＩＴ推進部長    並木　克己

海外事業部長    池田　隆二

取締役上級執行役員（国際営業担当）    　 垣見　玄悟

　　　上級執行役員（関東地域担当）　関東支社長       武隈　壮治

代表取締役常務取締役（総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者　兼コンプライアンス担当） 笹尾　新一郎

取締役上級執行役員（ＬＩＴ・ＢＰＯ事業推進担当）    　 並木　克己

取締役上級執行役員（関西地域担当）　関西支社長 　　　白石　　成

人事部長    新村　明弘

不動産部長    高遠　健治

関西支社大阪支店長    矢川　康治

常任監査役 永田　勝久

監査役 木村　日出夫

監査役（非常勤） 村田　　恒

監査役（非常勤） 藤原　憲一

監査役（非常勤） 中本　　攻

執行役員（業務担当） 　 碇　　　誠

執行役員（人事・リスク管理担当）    中谷　幸裕

代表取締役常務取締役 大浦　俊夫

ＢＰＯ事業推進部長    池田　　求

取締役（非常勤） 中澤　雍明

営業部長    五十嵐　俊一

執行役員（港運担当）    野呂　顕正

国際営業第一部長    小幡　潔司

常務取締役（港運部門統括経営執行責任者） 杉本　弘美



Ⅲ．平成２０年６月２７日付異動

１．代表取締役の異動

監査役（非常勤）

氏　　　名

木村　日出夫
（きむら　ひでお）

備考

退任

新

－

４．監査役の新任

氏　　　名

並木　健
（なみき　たけし）

備考

新任

新

監査役
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監査役候補者中込秀樹氏は、会社法第２条１６号に定める社外監査役の要件を満たしております。

＊なお、現取締役の田村和男、帰山二郎、林良孚、大浦俊夫、笹尾新一郎、杉本弘美、並木克己、垣見玄悟、白石成、
中澤雍明の１０名は、６月２７日開催予定の株主総会で選任予定の取締役候補者（全員再任）です。

３．監査役の退任

取締役（非常勤）

氏　　　名

藤田　精一
（ふじた　せいいち）

備考

新任

新

早稲田大学大学院教授

上級執行役員（関東地域担当）
関東支社長

武隈　壮治
（たけくま　そうじ）

新任
取締役上級執行役員（関東地域担当）
関東支社長

取締役候補者藤田精一氏は、会社法第２条１５号に定める社外取締役の要件を満たしております。

現　（H20.4.1より定時株主総会まで）氏　　　名 備考新

２．取締役の新任

代表取締役常務取締役取締役（三井倉庫港運株式会社社長就任予定）大浦　俊夫
（おおうら　としお）

退任

代表取締役常務取締役
（港運部門統括経営執行責任者）

杉本　弘美
（すぎもと　ひろみ）

新任
常務取締役
（港運部門統括経営執行責任者）

現　（H20.4.1より定時株主総会まで）

監査役

村田　恒
（むらた　ひとし）

退任－

弁護士（元名古屋高等裁判所長官）中込　秀樹
（なかごめ　ひでき）

新任監査役（非常勤）

－

現　（H20.4.1より定時株主総会まで）

現　（H20.4.1より定時株主総会まで）



Ⅳ．平成２０年６月２７日付経営体制及び幹部社員（予定）
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代表取締役社長（最高経営責任者） 田村　和男

代表取締役常務取締役（国内営業部門統括経営執行責任者） 林　　良孚

代表取締役専務取締役（業務・情報・不動産部門統括経営執行責任者　兼財務責任者） 　　     帰山　二郎

執行役員（九州地域担当）　九州支社長　兼三井倉庫九州株式会社社長    堀場　富志博

３ＰＬ推進部長 　 藤岡　圭

総務部長    竹内　滋郎

執行役員（中部地域担当）　中部支社長    道瀬　英二

関東支社横浜支店長    田原口　誠

国際営業第二部長    小川　良司

業務部長    小笠原　審

リスク管理部長    尾藤　成樹

港運部長    松川　昇

ＬＩＴ推進部長    並木　克己

海外事業部長    池田　隆二

取締役上級執行役員（国際営業担当）    　 垣見　玄悟

取締役上級執行役員（関東地域担当）　関東支社長       武隈　壮治

代表取締役常務取締役（総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者　兼コンプライアンス担当） 笹尾　新一郎

取締役上級執行役員（ＬＩＴ・ＢＰＯ事業推進担当）    　 並木　克己

取締役上級執行役員（関西地域担当）　関西支社長 　　　白石　　成

人事部長    新村　明弘

不動産部長    高遠　健治

関西支社大阪支店長    矢川　康治

常任監査役 永田　勝久

監査役 並木　健

監査役　（非常勤） 藤原　憲一

監査役　（非常勤） 中本　攻

監査役　（非常勤） 中込　秀樹

執行役員（業務担当） 　 碇　　　誠

執行役員（人事・リスク管理担当）    中谷　幸裕

取締役　（三井倉庫港運株式会社社長） 大浦　俊夫

ＢＰＯ事業推進部長    池田　　求

取締役　（非常勤） 中澤　雍明
取締役　（非常勤） 藤田　精一

営業部長    五十嵐　俊一

執行役員（港運担当）    野呂　顕正

国際営業第一部長    小幡　潔司

代表取締役常務取締役（港運部門統括経営執行責任者） 杉本　弘美

取締役中澤雍明、藤田精一は、会社法第２条１５号の要件を満たす社外取締役であります。



す ぎ も と ひ　ろ　み

杉　　本 弘　　美

昭和２１年８月２４日生 （ ６１ 歳 ）

昭和 ４５年 ４月 三井倉庫株式会社　入社

平成 ５年 ６月 　同　社 営業部　営業企画室長

平成 ６年 ６月 　同　社 休職、三井倉庫港運株式会社出向

平成 １２年 ６月 　同　社 復職、関西支社　管理センター室長

平成 １３年 ４月 　同　社 関西支社　大阪支店長

平成 １５年 ５月 　同　社 関西支社長

平成 １５年 ６月 　同　社 取締役　関西支社長（関西地域担当）

平成 １６年 ４月 　同　社 取締役　執行役員　関西支社長（関西地域担当）

平成 １８年 ４月 　同　社 取締役　上級執行役員　関東支社長（関東地域担当）

平成 ２０年 ４月 　同　社 常務取締役（港運部門統括経営執行責任者）就任予定

平成 ２０年 ６月 　同　社 代表取締役常務取締役（港運部門統括経営執行責任者）

　　　　就任予定

以　上

略　　歴　　書

○ 職　　　歴

氏 名

生 年 月 日


