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問合せ先 総務部長 高 橋 安 則

（TEL. 03-6400-8000）

組織改編並びに取締役・執行役員等の人事異動のお知らせ

本日開催の取締役会において、平成２４年６月２８日付社長交代の内定及び平成２４年６月２８日開催予定の

第１６４回定時株主総会で選任頂く取締役候補（任期１年）及び監査役候補の決定、並びに平成２４年４月１日

付組織改編の実施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．社長交代

本日「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、新たな経営体制のもとで、経営環

境の変化に迅速に対応し、一層の企業価値向上を図るため、代表取締役社長の交代を内定いたしました。
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新 現（平成24年4月1日現在）

田村 和男
（たむら かずお）

氏 名

取締役会長

藤岡 圭
（ふじおか けい）

代表取締役社長（最高経営責任者）

代表取締役社長（最高経営責任者）

常務取締役 社長補佐

藤岡圭は平成24年4月１日付で現在の常務取締役営業統括部門長から常務取締役社長補佐に担当職務が変更にな

ります。



新 現氏 名 備考

藤田 精一
（ふじた せいいち）

退任取締役（非常勤）

２．取締役の退任

３．監査役候補

大久保 慶一
（おおくぼ けいいち）

新任東京法務局所属公証人（元札幌地検検事正）

新 現氏 名 備考

４．監査役の退任

並木 健
（なみき たけし）

監査役（常勤）

新 現氏 名 備考
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監査役笹尾新一郎、竹山哲夫、須藤修は、非改選であります。

監査役候補大久保慶一は、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。

監査役（常勤）

退任

－

－

中込 秀樹
（なかごめ ひでき）

監査役（非常勤） 退任－

Ⅱ．平成２４年６月２８日付異動

１．取締役候補並びに担当職務

新 現

田村 和男
（たむら かずお）

氏 名 備考

再任取締役会長

帰山 二郎
（かえりやま じろう）

再任

取締役副社長
兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役会長

道瀬 英二
（みちせ えいじ）

武隈 壮治
（たけくま そうじ）

碇 誠
（いかり まこと）

矢川 康治
（やがわ こうじ）

藤岡 圭
（ふじおか けい）

新任

中谷 幸裕
（なかや ゆきひろ）

池田 求
（いけだ もとめ）

田原口 誠
（たわらぐち まこと）

内田 和成
（うちだ かずなり）

深津 泰彦
（ふかつ やすひこ）

取締役候補深津泰彦、内田和成は、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。

再任取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

常務取締役 中国・アジア事業部門長

代表取締役常務取締役
経営管理部門長 兼最高財務責任者

代表取締役社長（最高経営責任者）

常務取締役 港湾運送事業部門長

代表取締役常務取締役
企業管理部門長 兼コンプライアンス責任者

取締役上級執行役員 関西支社長

取締役上級執行役員　ＢＰＯ事業部門長

取締役上級執行役員 関東支社長

代表取締役社長（最高経営責任者）

代表取締役副社長（最高執行責任者）
兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役会長

取締役（非常勤）

早稲田大学大学院商学研究科教授

常務取締役 中国・アジア事業部門長

常務取締役
経営管理部門長 兼最高財務責任者

常務取締役 社長補佐

常務取締役 港湾運送事業部門長

常務取締役
企業管理部門長 兼コンプライアンス責任者

取締役上級執行役員 関西支社長

取締役上級執行役員　ＢＰＯ事業部門長

取締役上級執行役員 関東支社長

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任

再任



- 3  -

Ⅲ．平成２４年６月２８日付経営体制及び幹部社員

取締役会長 田村 和男

取締役副社長 帰山 二郎

総務部長 高橋 安則

上級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

取締役上級執行役員関東支社長 矢川 康治

取締役上級執行役員関西支社長 道瀬 英二

人事部長 寺田 幸弘

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

代表取締役常務取締役企業管理部門長 兼コンプライアンス責任者 中谷 幸裕

関西支社神戸支店長 中村 恭三

法務部長 白鳥 透

代表取締役常務取締役経営管理部門長 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 藤崎 徹也

関東支社東京支店長 舘野 洋一

中部支社営業部長 竹村 充弘

中部支社管理部長 坪田 弘之

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 井上 浩一

関西支社港運部長 鷲尾 治生

不動産事業部長 臼井 克幸

執行役員米州欧州事業部門長 高遠 健治

執行役員米州地域代表 兼三井倉庫（米国）社長 池田 隆二

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 三宅 和裕

執行役員営業統括部門長 宮島 義明

事業開発部長 郷原 健

関東支社営業第二部長 前田 純志

常務取締役中国・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

常務取締役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

事業調査部長 千葉 達

代表取締役社長（最高経営責任者） 藤岡 圭



取締役　（非常勤） 深津 泰彦
取締役　（非常勤） 内田 和成

常任監査役 笹尾 新一郎

監査役 大久保 慶一

監査役　（非常勤） 竹山 哲夫

監査役　（非常勤） 須藤 修

取締役深津泰彦、内田和成は、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。
監査役大久保慶一、竹山哲夫、須藤修は、会社法第２条１６号の要件を満たす社外監査役であります。

航空部長 川居 栄一郎

執行役員国際輸送事業部門長 後藤 大輔

ＢＰＯ事業部長 和田 慶二

取締役上級執行役員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 小川 良司

３ＰＬ事業部長 石井 淳一郎

国際輸送事業部長 赤山 顕司
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Ⅳ．平成２４年４月１日付組織改編

１．組織改編の目的

当社は、平成２４年４月２日付で、三洋電機ロジスティクス株式会社（三井倉庫ロジスティクス株式会社に商号

変更の予定）が当社グループの一員となることを機に、サードパーティロジスティクス事業部門の機能強化を図

るとともに、平成２４年７月１日付で、三井倉庫エアカーゴ株式会社とＴＡＳエクスプレス株式会社を合併し、

航空事業部門を一層発展拡充することを企図しており、意思決定の迅速化及び責任の明確化を目的とした組織改

編を平成２４年４月１日付で実施することといたしました。

２．組織改編の内容

営業統括部門「営業推進部」を廃止し、所管しているサプライチェーン・マネジメントに係る業務を、ロジステ

ィクスシステム事業部門「３ＰＬ事業部」に統合し、より顧客に密接な営業活動を目指します。

営業統括部門に「事業調査部」を新設し、市場調査・プレマーケティングの機能を独立、強化するとともに、

「業務品質管理部」を企業管理部門から移し、より顧客ニーズ並びに現場作業・オペレーションに密着した形で

の業務品質向上、効率化を推進するものでございます。

航空事業部門を国際輸送事業部門に改組し、航空貨物輸送と海上貨物輸送を一体的に事業展開し、サービス内容

の高度化を図ることとし、ロジスティクスシステム事業部門から「国際輸送事業部」を移すものでございます。
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２．その他の異動（三井倉庫ロジスティクス株式会社関係人事は４月２日付）

新 現氏 名 備考

関東支社営業第一部営業第４課長臼井 克幸
（うすい かつゆき）

昇格

不動産事業部長増田 孝義
（ますだ たかよし）

三井倉庫ロジスティクス株式会社
取締役

不動産事業部長

中部支社営業部長三宅 和裕
（みやけ かずひろ）

営業統括部長

営業統括部ＳＣＭ企画課長千葉 達
（ちば とおる）

昇格事業調査部長

中部支社営業部企画課長兼業務管理課長竹村 充弘
（たけむら みつひろ）

昇格中部支社営業部長
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石井 淳一郎
（いしい じゅんいちろう）

３ＰＬ事業部長

尾藤 成樹
（びとう しげき）

－ ３ＰＬ事業部長

営業推進部長

関東支社東京支店長鈴木 修
（すずき おさむ）

三倉株式会社出向
（同社定時株主総会後社長就任予定）

関東支社営業第二部長舘野 洋一
（たての よういち）

関東支社東京支店長

関東支社営業第二部東京オペレーション課長前田 純志
（まえだ じゅんし）

昇格関東支社営業第二部長

Ⅴ．平成２４年４月１日付異動

１．取締役及び執行役員の異動並びに担当職務の変更（三井倉庫ロジスティクス株式会社関係人事は４月２日付）

新 現氏 名 備考

池田 隆二
（いけだ りゅうじ）

米州地域代表
兼三井倉庫（米国）社長

新任

小川 良司
（おがわ りょうじ）

新任

執行役員 国際輸送事業部門長後藤 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 執行役員 航空事業部門長

執行役員 ロジスティクスシステム事業部門長

宮島 義明
（みやじま よしあき）

営業統括部長執行役員 営業統括部門長

執行役員 米州地域代表
兼三井倉庫（米国）社長

帰山 二郎
（かえりやま じろう）

代表取締役副社長（最高執行責任者）
代表取締役副社長（最高執行責任者）
兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役会長

藤岡 圭
（ふじおか けい）

常務取締役 営業統括部門長常務取締役 社長補佐
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【　組織図　】

取締役会

企業管理部門

総務部

法務部

人事部

リスク管理部

経営管理部門

財務部

経理部

業務部

連結企業管理部

ＬＩＴ推進部

不動産事業部

ＢＰＯ事業部門
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ＢＰＯ事業品質管理部

中国・アジア事業部門
中国事業部

アジア事業部

ロジスティクスシステム
事業部門

ロジスティクスシステム事業部

３ＰＬ事業部

営業統括部門

営業統括部

事業開発部

事業調査部

業務品質管理部

国際輸送事業部門

関東支社

営業第一部

営業第二部

港運部

管理部

東京支店

横浜支店

中部支社

営業部

港運部

管理部

関西支社

営業部

港運部

管理部

大阪支店

神戸支店

九州支社

港湾運送事業部門
港運統括部

流通システム事業部

航空部

国際輸送事業部

監査役会

最高経営責任者（ＣＥＯ）

最高執行責任者（ＣＯＯ）

米州欧州事業部門 米州欧州事業部

常務協議会


