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組織改編及び取締役・執行役員等の人事異動のお知らせ

当社取締役会において、平成２３年１月１日付けで組織改編及び取締役の担当職務の変更並びに執行役員の異動

を行うことを決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．組織改編

当社は、本年８月に新たな中期経営計画「新成長戦略＠２０１０」を策定し、景気変動をはじめとする不確定

な外部要因に左右されることなく、最適物流創造企業として持続的に成長することを目指しております。その一

環として、これまでの事業構造からの抜本的な転換を図り、競争力の高いサービスを迅速に提供していく体制を

確立し、新成長戦略を一層加速させ、経営計画の実現をより確実にすることを目的として、全社の組織改編を実

施するものです。

本年４月に改編しました組織構造の基本的枠組みを維持しながら、業務執行体制を従来以上にフラット化し、

各事業別・地域別利益責任組織の自己完結性を高め、利益責任に対する責任と権限を明確にすることで、各事業

部門の営業力の強化、スピードアップを図ることといたしました。

また、本社管理機能組織（企業管理部門、経営管理部門、営業統括部門）と事業別・地域別利益責任組織の役

割分担を明確にし、企画・管理機能を整理統合することで、管理機能のスリム化による販管費の低減と人材の有

効活用を促進するものです。
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Ⅱ．平成２３年１月１日付異動

１．取締役管掌職務の変更

新 現

帰山 二郎
（かえりやま じろう）

氏 名 備考

道瀬 英二
（みちせ えいじ）

２．執行役員の異動

新 現氏 名 備考

碇 誠
（いかり まこと）

垣見 玄悟
（かきみ げんご）
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笹尾 新一郎
（ささお しんいちろう）

代表取締役専務取締役（企業管理部門管掌）

代表取締役副社長（最高執行責任者）

矢川 康治
（やがわ こうじ）

藤岡 圭
（ふじおか けい）

高遠 健治
（たかとお けんじ）

五十嵐 俊一
（いがらし しゅんいち）

並木 克己
（なみき かつみ）

常務取締役
兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社社長

取締役上級執行役員
兼三井倉庫エアフレート株式会社社長

白石 成
（しらいし しげる）

取締役上級執行役員
兼三井倉庫九州株式会社社長

取締役上級執行役員 関西支社長

武隈 壮治
（たけくま そうじ）

取締役上級執行役員 中国・アジア事業部門長

上級執行役員 経営管理部門長 兼最高財務責
任者

上級執行役員 関東支社長

上級執行役員 営業統括部門長

中谷 幸裕
（なかや ゆきひろ）

執行役員 企業管理部門長 兼コンプライアン
ス責任者

執行役員 中部支社長

執行役員 米州欧州事業部門長

代表取締役専務取締役
（企業管理部門管掌 兼コンプライアンス責任
者）

代表取締役副社長
（経営管理部門管掌 兼最高財務責任者）

常務取締役
(戦略事業部門管掌)

取締役上級執行役員 航空事業部門長

取締役上級執行役員 九州支社長
兼三井倉庫九州株式会社社長

取締役上級執行役員 中部支社長

取締役上級執行役員 関東支社長

上級執行役員 経営企画部門長

上級執行役員 関西支社長

上級執行役員 ロジスティクスシステム事業部
門長

執行役員 企業管理部門長

執行役員 国内物流事業部門長

執行役員 グローバルネットワーク事業部門長

小笠原 審
（おがさわら あきら）

執行役員 九州支社長 執行役員 財務部門長

３．執行役員の新任

新 現氏 名 備考

新任

小川 良司
（おがわ りょうじ）

新任執行役員 航空事業部門長

後藤 大輔
（ごとう だいすけ）

執行役員 ロジスティクスシステム事業部門長

海外事業部長

物流営業部長



４．その他の人事異動

新 現氏 名 備考
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松川 昇
（まつかわ のぼる）

業務品質管理部長

木納 裕
（きのう ひろし）

関東支社営業第一部長

郷原 健
（ごうはら たけし）

昇格事業開発部長

石井 淳一郎
（いしい じゅんいちろう）

昇格営業推進部長

物流事業品質管理部長

関東支社営業部長

物流営業部営業第３課長

物流営業部営業第１課長

関西支社営業部企画課長重村 篤志
（しげむら あつし）

昇格関西支社営業部長

海外事業部東南アジア地域営業責任者佐藤 勇生
（さとう いさお）

昇格アジア事業部長

海外事業部ＵＡＥ責任者小川 一
（おがわ はじめ）

昇格中国事業部長

宮島 義明
（みやじま よしあき）

営業統括部長

海外事業部欧米課長濱野 浩之
（はまの ひろゆき）

昇格米州欧州事業部長

関東支社営業部シニアマネージャー臼井 克幸
（うすい かつゆき）

昇格関東支社営業第二部長

関西支社営業部長
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Ⅲ．平成２３年１月１日付経営体制及び幹部社員

代表取締役社長（最高経営責任者） 田村 和男

代表取締役副社長（最高執行責任者） 帰山 二郎

総務部長 高橋 安則

執行役員中部支社長 五十嵐俊一

関東支社横浜支店長 池本 裕彦

財務部長 斉藤 博文

リスク管理部長 中山 信夫

業務部長 宮下 紀夫

上級執行役員関東支社長 矢川 康治

代表取締役専務取締役（物流事業部門管掌） 林 良孚

代表取締役専務取締役（企業管理部門管掌） 笹尾 新一郎

代表取締役常務取締役（港湾運送事業部門管掌） 杉本 弘美

取締役上級執行役員関西支社長 道瀬 英二

人事部長 新村 明弘

連結企業管理部長 細田 昌嗣

関西支社大阪支店長 小幡 潔司

執行役員九州支社長 小笠原 審

執行役員企業管理部門長 兼コンプライアンス責任者 中谷 幸裕

執行役員関西支社神戸支店長 野呂 顕正

法務部長 水上 潤

上級執行役員経営管理部門長 兼最高財務責任者 碇 誠

経理部長 藤井 秀之

ＬＩＴ推進部長 小田中 修

関東支社営業第一部長 木納 裕

関東支社管理部長 渡辺 昭宏

関東支社港運部長 中村 恭三

関東支社東京支店長 鈴木 修

中部支社営業部長 三宅 和裕

中部支社管理部長 横山 治

中部支社港運部長 若野 英樹

関西支社営業部長 重村 篤志

関西支社管理部長 森 辰哉

関西支社港運部長 鷲尾 治生

不動産事業部長 増田 孝義

執行役員米州欧州事業部門長 高遠 健治

米州欧州事業部長 濱野 浩之

業務品質管理部長 松川 昇

営業統括部長 宮島 義明

上級執行役員営業統括部門長 藤岡 圭

事業開発部長 郷原 健

関東支社営業第二部長 臼井 克幸

取締役上級執行役員中国・アジア事業部門長 武隈 壮治

中国事業部長 小川 一

アジア事業部長 佐藤 勇生

港運統括部長 田上 賢治

執行役員港湾運送事業部門長 田原口 誠

流通システム事業部長 伊藤 博

営業推進部長 石井 淳一郎



取締役　（非常勤） 藤田 精一
取締役　（非常勤） 深津 泰彦

監査役 堀場 富志博

監査役 並木 健

監査役　（非常勤） 中本 攻

監査役　（非常勤） 中込 秀樹

監査役　（非常勤） 竹山 哲夫

取締役藤田精一、深津泰彦は、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。

取締役上級執行役員 兼三井倉庫エアフレート株式会社社長 垣見 玄悟

取締役上級執行役員 兼三井倉庫九州株式会社社長 白石 成

航空部長 川居 栄一郎

執行役員航空事業部門長 小川 良司

常務取締役 兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社社長 並木 克己

ＢＰＯ事業部長 和田 慶二

上級執行役員ＢＰＯ事業部門長 池田 求

ＢＰＯ事業品質管理部長 関 康茂

ロジスティクスシステム部長 石田 幸男

執行役員ロジスティクスシステム事業部門長 後藤 大輔

３ＰＬ事業部長 尾藤 成樹

国際輸送事業部長 赤山 顕司
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