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平成24年5月10日 
各      位 
 会 社 名 丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社 
 代表者名  取締役社長 野 口 正 剛 
   （コード番号9068 東証市場第一部） 
 問合せ先 取締役総務部長 中 野 正 也 
      （電話 045-671-5711） 

 

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ  
 

当社は、平成24年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり6月28日付の代表取締役及び役

員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては平成 24 年 6
月 28 日開催予定の第 110 回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会を経て決定される予

定であります。 

 
記 

１．役員の部 
（１）代表取締役の異動 

氏名 新職 現職 
野口 正剛 
（のぐち まさよし） 代表取締役会長 代表取締役社長 

浅井 俊之 
（あさい としゆき） 代表取締役社長 

代表取締役専務 
全部門統括 
営業本部長 

大西 敬二 
（おおにし けいじ） 

代表取締役専務 
全部門統括 
営業本部長 

常務取締役 
関東支店、川崎支店、機工部担当 

  ＜異動の理由＞  
厳しい経営環境のなか、経営体制のさらなる強化を図り、企業価値の向上をはかるため。 

 
（２）新任取締役候補者 

氏名 新職 現職 
石川 健一 
（いしかわ けんいち） 

取締役 
経理部長 経理部長 

髙橋 秀一 
（たかはし しゅういち） 

取締役 
海運業務二部長 海運業務二部長 

 
（３）新任監査役候補者 

氏名 新職 現職 
山形 正治 
（やまがた まさはる） 常勤監査役 常務取締役 

総務部、経理部、関連事業部担当 
斎藤 広志 
（さいとう ひろし） 監査役（社外監査役） 現 株式会社三菱 UFJ トラスト投

資工学研究所 代表取締役社長 
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（４）退任予定取締役 
氏名 新職 現職 

宍戸 春二 
（ししど はるに） 

丸十運輸倉庫株式会社 代表取締役

社長 

常務取締役 
東京海運支店、輸出梱包センター、

海外事業部、中国室担当 
山形 正治 
（やまがた まさはる） 常勤監査役 常務取締役 

総務部、経理部、関連事業部担当 
    
（５）退任予定監査役 

氏名 新職 現職 
小澤  仁 
（おざわ じん） 退任 常勤監査役 

土屋 市郎 
（つちや いちろう） 退任 監査役（社外監査役） 

 
（６）担当の変更 

氏名 新職 現職 

中村 匡宏 
（なかむら まさひろ） 

常務取締役 
総務部、経理部、関連事業部、 
経営企画部、人事部、 
情報システム部、物流品質環境部 
担当 

常務取締役 
経営企画部、人事部、 
情報システム部、物流品質環環境部

担当 

髙田  清 
（たかだ きよし） 

取締役 
東京海運支店、輸出梱包センター 
担当 

取締役 

木下  勇 
（きのした いさむ） 

取締役 
関東支店担当 取締役 

鈴木 晴夫 
（すずき はるお） 

取締役 
川崎支店、機工部担当 取締役 

鈴木 秀明 
（すずき ひであき） 

取締役 
海外事業部担当 
中国室長 

取締役 
中国室長 

 
２．新任代表取締役の氏名および略歴 

【新役職名】 代表取締役会長 
【氏 名】 野口 正剛（のぐち まさよし） 
【出 身 地】 茨城県 
【生年月日】 昭和１７年３月２０日生まれ  ７０歳 
【所有株式数】 ５９，０００株 
【略 歴】 昭和３９年３月 中央大学経済学部卒業 
        昭和３９年３月 当社入社 
        平成 ２年３月 輸出梱包センター長 
        平成 ５年６月 取締役就任 
        平成 ９年６月 常務取締役就任 
        平成１５年６月 代表取締役専務就任 
        平成１７年６月 代表取締役社長就任（現任） 
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【新役職名】 代表取締役社長 
【氏 名】 浅井 俊之（あさい としゆき） 
【出 身 地】 愛知県 
【生年月日】 昭和２０年６月２７日生まれ  ６６歳 
【所有株式数】 ４４，７８８株 
【略 歴】 昭和４３年 ３月 愛知大学法経学部卒業 
        昭和４３年 ３月 当社入社 
        平成 ８年１０月 中部支店長 
        平成１３年 ４月 関西支店長 
        平成１３年 ６月 取締役就任 
        平成１７年 ６月 常務取締役就任 
        平成２１年 ６月 代表取締役専務就任（現任） 

 
【新役職名】 代表取締役専務 
【氏 名】 大西 敬二（おおにし けいじ） 
【出 身 地】 三重県 
【生年月日】 昭和２２年１２月２１日生まれ  ６４歳 
【所有株式数】 ４４，２８１株 
【略 歴】 昭和４５年 ３月 近畿大学商経学部卒業 
        昭和４５年 ３月 当社入社 
        平成１６年 ４月 関西支店長 
        平成１７年 ６月 取締役就任 
        平成１９年 ６月 常務取締役就任（現任） 

 
以  上 

 


