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問合せ先 経 営企画部 長  大和 田  成 伸 

（ Ｔ Ｅ Ｌ . 0 3― 64 0 9― 10 1 0） 

 

役員人事および組織改組に関するお知らせ 
 
平成 21 年６月 25 日開催の第 18 回定時株主総会および取締役会にて、役員人事および組織改組に関して下記の通り 

決定しましたのでお知らせいたします。 

記 

 

１． 役員人事について 

 （１）取締役および監査役 （平成 21 年６月 25 日付） 

代表取締役会長    宮城 利行 

代表取締役社長        宮崎 重則 

代表取締役       荻野 耕治 

代表取締役      清原 良高 

取締役        遠藤 恭一 

取締役        木村 政昭 

取締役        竹岡 哲朗 

取締役        小西 紳一郎 

 

註）木村取締役、竹岡取締役、小西取締役は社外取締役であります。 

 

常勤監査役      嶋田 正敏 

常勤監査役      力石 健 

監査役        遠藤 元一 

監査役        若林 泰 

 

註）嶋田常勤監査役、力石常勤監査役、遠藤監査役、若林監査役は社外監査役であります。 

 

 

 



 

（２）執行役員体制  

  ①平成 21 年６月 25 日付 

執行役員社長     宮崎 重則 

    副社長執行役員    荻野 耕治   通信ネットワーク本部長 兼 新規事業本部長 

                       兼 営業第二本部・東海支社・九州支社分掌 

    副社長執行役員    清原 良高   営業第一本部長 兼 法人営業本部長 兼 西日本支社分掌 

    専務執行役員     遠藤 恭一   管理第一本部長 兼 管理部門分掌  

専務執行役員     片山 文平 

常務執行役員     西尾 耕一   管理第三本部長 

常務執行役員     土井 薫    管理第四本部長  兼 審査法務部長 

常務執行役員     辻本 雅洋   営業第二本部長 

常務執行役員     豊島 秀夫   西日本支社長 兼 大阪物流部長 

上席執行役員     山野 雅弘   管理第二本部副本部長 兼 人事一部長 

上席執行役員     山口 徹    東海支社長 

上席執行役員     増田 俊明   西日本副支社長 

執行役員       樽井 久益   管理第三本部副本部長 兼 経理二部長 

執行役員       吉元 啓介   営業第一本部副本部長 兼 営業統括部長 

執行役員       山脇 正史   営業第二本部副本部長 兼 営業三部長 

執行役員       藤田 裕    法人営業本部副本部長 兼 営業三部長 

執行役員       島田 孝一   東海支社副支社長 兼 営業一部長 

執行役員       川下 慎吾   九州支社長  

 

   ②平成 21 年７月１日付 

専務執行役員     遠藤 恭一   管理第一本部長 兼 管理部門分掌 兼 ＣＳＲ推進部長 

常務執行役員     土井 薫    管理第二本部長  兼 審査法務部長 

上席執行役員     山野 雅弘   管理第二本部副本部長 兼 人事部長 

執行役員       樽井 久益   管理第三本部副本部長 兼 経理部長 

執行役員       川下 慎吾   九州支社長 兼 九州管理部長 

 

 

２.組織改組について 

  全社レベルの経営統合を推進する一環として、平成 21 年７月 1 日付にて組織改組を行うことを決定しました。 

   ※別添にて新組織図を添付いたします。 

 

以上 



管理第一本部 経営企画部

ＣＳＲ推進部 コンプライアンスグループ

管理第二本部 人事部

総務部

情報システム部

審査・法務部
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