
平成21年 2月 6日 

 各位 

会社名 株式会社バンテック・グループ 

・ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 篠田 紘明 

（コード番号9382 東証第 1部） 

問合せ先  常務執行役員 小田 順理 

                             （TEL．045－410－0844） 

              

        代表取締役等の異動と組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

     当社は、平成21年4月1日を合併期日とする100％連結子会社2社の吸収合併を踏まえ、 

代表取締役等の異動の内定と組織変更および人事異動について以下のとおり決定しま 

したので、お知らせいたします。なお、取締役については、平成21年3月27日開催予定 

の臨時株主総会およびその後の取締役会にて就任または退任の予定であります。 

 

記 

 

 

  1．代表取締役等の異動について（平成 21 年 3月 27 日付） 

   （１）異動の理由 

     劇的に変化する経営環境に即応し、より一層の経営体制の強化・充実を図るため、 

代表取締役２名体制といたします。 

 

   （２）代表取締役 

 新役職名 氏名 現役職名 

代表取締役会長 篠田 紘明 代表取締役社長 

代表取締役社長（新任） 山田 敏晴 取締役 

      

   （３）取締役候補者 

 新役職名  氏名 現役職名 

取締役（新任） 小山 彰  

取締役（新任） 田村 和俊  

    注．平田修、伊藤敏夫、木村弘、および鈴木康昭は平成 21 年 3 月 27 日付で、 

退任予定であります。 

 

   （４）新任代表取締役の略歴 

    氏  名  山田 敏晴（やまだ としはる） 

    出 身 地    神奈川県 

生年月日  昭和 20 年１月１日生 

最終学歴  昭和 43 年 3月 慶応義塾大学商学部卒業 

    略  歴  昭和 43 年 4 月 ヂーゼル機器株式会社入社（現ボッシュ株式会社） 

          平成 9 年 6 月  同社取締役海外本部副本部長 

           平成 12 年 7 月 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール 

（現株式会社ヴァレオサーマルシステムズ）専務取締役 

          平成 15 年 2 月 株式会社バンテック顧問 

          平成 15 年 4 月 同社取締役兼副社長執行役員 

          平成 15 年 10 月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者（COO） 

          平成 18 年 3 月 当社取締役 

   

 

 



  ２．組織変更について（平成 21年 4 月 1日付） 

   （１）組織変更の理由 

     当社グループを取り巻く急激な事業環境の変化のなか、コントラクトロジとフォワー

ディングを融合させ、その強みを最大限に活用した“グローバルＳＣＭサービス企業”

の実現を目指し、また合理的・効率的かつ迅速な事業運営を図る体制といたします。 

      

   （２）連結子会社の吸収合併の概要 

①合併期日 平成 21 年 4月 1日（予定） 

②合併方式 当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社バンテックとバンテック 

ワールドトランスポート株式会社は解散いたします。 

③合併後の商号 株式会社バンテックへ変更いたします。 

     ※連結子会社の吸収合併については、平成20年9月24日付で開示しております。詳細 

      については、当社ホームページより開示資料をご参照下さい。 

 

 

３．人事異動について（平成21年4月1日付） 

 （１）執行役員 

新役職名 氏名 現役職名 

社長 山田 敏晴 ＶＴＣ社長 

専務執行役員営業統括部門担当 小山 彰 ＶＴＣ常務執行役員自動車 

物流事業本部長 

常務執行役員国際事業本部長 田村 和俊 ＶＷＴ常務執行役員総務部・

情報システム部・輸出事業部

担当、企画管理部長 

常務執行役員経理財務部長、 

ＩＲ担当 

小田 順理 常務執行役員経理財務部ＧＭ

 

常務執行役員運輸事業本部長 高橋 博 ＶＴＣ常務執行役員運輸事業

本部長 

常務執行役員流通サービス事業 

本部長 

児玉 博之 ＶＴＣ常務執行役員国内流通

事業本部管掌 

執行役員国際事業本部国際事業 

管理部長 

重田 民夫 ＶＷＴ執行役員輸入事業部長

執行役員九州事業部長兼業務部長 宮川 義治 ＶＴＣ執行役員九州事業 

本部長 

執行役員業務監査部長 西田 修 ＶＷＴ執行役員総合営業部長

執行役員経営企画部長 岡部 則夫 ＶＴＣ執行役員企画本部長 

執行役員流通サービス事業本部 

流通サービス部長 

山崎 隆一 ＶＴＣ執行役員国内流通 

事業本部長 

執行役員情報システム部長 加松 哲夫 執行役員ＩＴ企画部ＧＭ 

執行役員総務部長 勝田 裕二 総務部ＧＭ 

執行役員人事部長 高木 史朗 ＶＴＣ管理本部人事部長 

執行役員自動車事業本部長兼自動車

営業部長 

大﨑 健一 ＶＴＣ自動車物流事業 

本部第一営業部長 

 注．篠田紘明、平田修および池隆一は平成21年3月31日付で、退任予定であります。 

  

 

 

 

 

 

 

 



（２）部長 

新役職名 氏名 現役職名 

サービスサポート部長 岩崎 博 ＶＴＣ管理本部総務部長 

ＣＳＲ部長 沢頭 弘行 ＶＷＴ総務部長 

安全・環境部長 西川 平 ＶＴＣ管理本部安全・環境部長 

海外統括部長 田中 伸幸 ＶＴＣ企画本部関係会社管理部長 

営業企画部長 並木 恭輔 ＶＴＣ国内流通事業本部副本部長 

営業部長 

物流技術部長 七字 俊介 ＶＴＣ企画本部物流企画部長 

運輸事業本部運輸統括部長 澤村 光一 ＶＴＣ運輸事業本部運輸統括部長 

運輸事業本部運輸営業部長 坂本 久司 ＶＴＣ運輸事業本部営業部長 

運輸事業本部引越部長 橋本 輝幸 ＶＴＣ港湾・引越機工事業本部 

引越・機工事業部次長 

運輸事業本部機工部長 石川 修 ＶＴＣ港湾・引越機工事業本部 

引越・機工事業部長 

自動車事業本部 

海運業務部長 

千木良 米雄 ＶＴＣ自動車物流事業本部  

国際業務部長 

自動車事業本部部品部長 藤井 祐一 ＶＴＣ企画本部物流企画部物流企画

グループ 

自動車事業本部ＫＤ部長 村上 裕治 ＶＴＣ自動車物流事業本部ＫＤ部長

自動車事業本部港運部長 江藤 隆光 ＶＴＣ港湾・引越機工事業本部 

京浜港運事業部長 

流通サービス事業本部 

流通サービス営業部長 

中島 史朗 ＶＴＣ国内流通事業本部 

飲料事業部長 

国際事業本部航空輸出部長 大沢 廣之 ＶＷＴ輸出事業部長 

国際事業本部航空輸入部長 西脇 和之 ＶＷＴ輸入事業部次長 

国際事業本部海上部長 鈴木 利昭 ＶＷＴ輸出事業部  

東京第４営業所長 

関西事業部長 山崎 尚之 ＶＷＴ関西事業部次長 

九州事業部輸送部長 佐藤 満 ＶＴＣ九州事業本部輸送部長 

  

注．人事異動における、現役職名欄内の略符号については、以下のとおりであります。 

    ＶＴＣ：株式会社バンテック  

ＶＷＴ：バンテックワールドトランスポート株式会社 

ＧＭ ：ゼネラルマネージャー 

 

   

４．当社の現経営体制（取締役・監査役・執行役員）は、以下のとおりであります。 

 

代表取締役社長    篠田 紘明   監査役      田村 純一  

取締役専務執行役員  平田 修    監査役      大石 次郎 

    取締役        伊藤 敏夫  ＊監査役      小久保 勝右    

取締役        山田 敏晴  ＊監査役      小網 忠明 

    取締役        木村 弘    常務執行役員   小田 順理 

    取締役        鈴木 康昭   執行役員     池 隆一 

＊取締役        安田 隆二   執行役員     加松 哲夫    

        

                         ＊は社外取締役・社外監査役  

     

                                      以上 
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