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平成２３年２月２５日 

各 位 

 

                     会  社  名 郵船ロジスティクス株式会社 

                     代 表 者 名  代表取締役社長 矢野 俊一 

                     （コード番号 ９３７０ 東証１部） 

 

                     問合せ先   ＩＲ広報室長 益田 信介 

                     TEL      （０３）６７０３－８２３１ 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２３年２月２５日開催の取締役会において、下記の異動について決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１.代表取締役の異動予定について 

 １.）異動の内容 

氏名 新役職名 現役職名 異動予定日 

深津 正彦 取締役 代表取締役 平成２３年３月３１日 

 

 ２.）異動の理由 

 平成２３年４月１日付にて当社の東アジア地域総括として同地域に属する海外子会社の経営

を統轄する立場となることから、代表権を返上することとなりました。 

  

２.取締役の異動 

 １.）退任予定取締役   

氏名 現役職名 異動予定日 

田中 正樹 取締役 平成２３年６月２９日 

高野 孝雄 取締役 平成２３年６月２９日 

  

 ２.）再任予定取締役 

氏名 現役職名 異動予定日 

加藤 和夫 取締役 平成２３年６月２９日 

村上 章二 取締役 平成２３年６月２９日 
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 なお、本日開催の取締役会において、上記異動について本年６月２９日開催予定の第５７期

定時株主総会およびそれに続く取締役会において諮ること決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

３.執行役員の異動 

 １.）昇任執行役員候補     

氏名 新役職名 現役職名 異動予定日 

倉本 博光 社長執行役員 副社長執行役員 平成２３年４月１日 

加藤 和夫 常務執行役員 執行役員 平成２３年４月１日 

村上 章二 常務執行役員 執行役員 平成２３年４月１日 

大村 昇太郎 常務執行役員 執行役員 平成２３年４月１日 

  

 ２.） 新任執行役員    

氏名 新役職名 現役職名 異動予定日 

鈴木 栄一 執行役員 総務部長 平成２３年４月１日 

北川 太治 執行役員 営業総括部長 平成２３年４月１日 

二見 昭夫 執行役員 
日本郵船株式会社 

物流プロジェクトグループ長 
平成２３年４月１日 

石塚 一夫 執行役員 
NYK Logistics 

(Americas)Inc. CEO 
平成２３年４月１日 

岡本 宏行 執行役員 
NYK Group Europe Ltd. 

Director 
平成２３年４月１日 

 

 ３.）退任予定執行役員   

氏名 現役職名 異動予定日 

矢野 俊一 社長執行役員 平成２３年３月３１日 

田中 正樹 専務執行役員 平成２３年３月３１日 

高野 孝雄 執行役員 平成２３年３月３１日 

菊山 靜夫 執行役員 平成２３年３月３１日 

岩迫 和芳  執行役員 平成２３年３月３１日 

 

平成２３年４月１日以降の当社役員および経営体制は、次のページの通りです。 
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＜取締役・監査役＞ 

 代表取締役会長   矢野 俊一    

 代表取締役社長   倉本 博光   担当： 内部監査室、情報システム部、業務部、 

                       通関統括室 

 取締役       田中 正樹 

 取締役       深津 正彦 

 取締役       大森 正博   担当： CSR･リスク管理室、総務部、人事部 

 取締役       安川 裕行   担当： 日本地域総括、海上貨物部、 

                       東日本輸出営業本部、東日本輸入営業本部、 

                       中日本営業本部、西日本営業本部 

 取締役       高野 孝雄    

 取締役       加藤 和夫   担当： 経営企画室、経理部、IR広報室 

 取締役       村上 章二   担当： 国際部、統合準備室、 

                       総合開発営業部、航空事業部 

                       海上事業部、ロジスティクス事業部 

 監査役       田口 泰三       常勤 

 監査役       小林 基信       常勤 

 監査役       吉末 陸一       非常勤 （独立役員） 

 監査役       山田 次男       非常勤 

 

 ＜執行役員＞ 

 社長執行役員（昇任）倉本 博光   管掌： 経営全般 

                   担当： 内部監査室 

 専務執行役員    深津 正彦   担当： 東アジア地域総括  

 常務執行役員    大森 正博   担当： CSR･リスク管理室、総務部、人事部 

 常務執行役員    安川 裕行   管掌： 日本地域総括、海上貨物部、 

                       東日本・中日本・西日本 各営業本部 

 常務執行役員（昇任）加藤 和夫   担当： 経営企画室、経理部、IR広報室 

 常務執行役員（昇任）村上 章二   管掌： 総合開発営業部、ロジスティクス事業部 

                   担当： 統合準備室、航空事業部、海上事業部 

 常務執行役員（昇任）大村昇太郎   担当： 業務部、通関統括室 

 執行役員      磯邉 孝    担当： ヤマトグローバルロジスティクスジャパン 

                       ㈱ 取締役 

 執行役員      藤井 邦夫   担当： 情報システム部 （部長委嘱） 

 執行役員      青柳 達雄   担当： 南アジア･オセアニア地域総括 

                                             YUSEN LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 

                       会長 

 執行役員      前川 利生   担当： 中日本営業本部（本部長委嘱） 

 執行役員      古徳 健一   担当： 西日本営業本部（本部長委嘱） 

 執行役員      木村 敏行   担当： 東日本輸出営業本部（本部長委嘱） 
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 執行役員      佐伯 龍彦   担当： 海上貨物部（部長委嘱） 

 執行役員（新任）  鈴木 栄一   担当： 東日本輸入営業本部（本部長委嘱） 

 執行役員（新任）  北川 太治   担当： 総合開発営業部 

 執行役員（新任）  二見 昭夫   担当： 国際部（部長委嘱）、 

                       ロジスティクス事業部（部長委嘱） 

 執行役員（新任）  石塚 一夫   担当： 米州地域総括 

                       YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC.社長 

 執行役員（新任）  岡本 宏行   担当： 欧州地域総括 

                                            YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V.社長 

 

以 上 


