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 平成 27 年 3 月 26 日 
各 位 
       会社名  三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 
       代表者名 取締役社長 藤岡  圭 
       （ ｺｰﾄﾞ番号 9302 東証第 1 部 ） 
       問合せ先 広報室長 長 村 道 春 

（ TEL．03－6400－8017 ） 
 
 

取締役・執行役員等の人事異動のお知らせ 
 
 取締役会において、平成２７年４月１日付人事異動並びに平成２７年６月２５日開催予定の第 167 回定

時株主総会で選任頂く取締役候補を決定しましたので、関連する人事と併せて下記の通りお知らせいたし

ます。 
 

記 
 

Ⅰ．平成 27 年 4 月 1 日付 
 
１．三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更       *以下［  ］ｶｯｺ内は現職務  
上級執行役員（昇格） 中山 信夫 財務経理管掌 兼 最高財務責任者［財務経理担当］ 
執行役員（新任）     増田 孝義  不動産事業担当［三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社取締役］ 

 

 (2)経営体制及び幹部社員 
取締役会長      田村 和男  取締役会議長 
代表取締役社長  藤岡 圭 最高経営責任者 
代表取締役常務取締役 碇  誠 不動産事業管掌 
代表取締役常務取締役 中谷 幸裕 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者 兼 企業管理管掌 
常務取締役   田原口 誠 
常務取締役   道瀬 英二 
取締役   池田 求 
取締役   矢川 康治 
取締役上級執行役員  小川 良司 総務人事連結企業管掌 
取締役上級執行役員  古賀 博文 企画事業開発広報管掌 
社外取締役（非常勤） 内田 和成 
社外取締役（非常勤） 古橋 衞 
上級執行役員  中山 信夫 財務経理管掌 兼 最高財務責任者 
執行役員          増田 孝義  不動産事業担当 
執行役員   和田 慶二 企画事業開発広報担当 兼 経営企画室長 
執行役員   菅原 章文 法務ﾘｽｸ管理担当 
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常任監査役   笹尾 新一郎 
社外監査役      大久保 慶一 
社外監査役（非常勤） 須藤  修 
社外監査役（非常勤） 小澤 元秀 

 
    桐山 智明 事業開発室長 

長村 道春 広報室長 
    岩名地 和夫 事業調査部長 
    髙橋 安則 総務部長 
    寺田 幸弘 人事部長 
    田中 雅彦 連結企業支援部長 
    白鳥  透 法務部長 
    荒牧  功 ﾘｽｸ管理部長 

糸居 祐二 情報ｼｽﾃﾑ部長     
    藤井 秀之 経理部長 
    佐藤 勇生 事業管理部長 
    臼井 克幸 不動産事業部長  
 
２．三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 

(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更        
代表取締役社長執行役員 石田 幸男 最高経営責任者 
執行役員     上田 邦雄 家電量販営業本部長［LS 営業本部長］ 

 

  (2)経営体制 
代表取締役会長  帰山 二郎 
代表取締役社長執行役員 石田 幸男 最高経営責任者 
取締役執行役員   森永 繁則  
取締役（非常勤）  碇  誠  
執行役員   上田 邦雄  家電量販営業本部長 
執行役員   惠谷 洋   SCM 営業本部長 
 

３．三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 
(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更        
執行役員（新任）  土屋 彰敏 関東地域担当 

 

  (2)経営体制 
取締役会長    藤岡 圭 
代表取締役社長   中島 正則  
代表取締役専務取締役  郷原 健 営業統括 兼 海外統括 
常務取締役     早川 潔 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括 兼 品質・改善推進部 管掌 
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執行役員   名倉 充男  関西地域担当 

  執行役員   松岡 秀夫  中国担当 
  執行役員       湯澤 重明  中部地域担当 
  執行役員       栗田 忠久  ｱｼﾞｱ担当 
  執行役員       佐藤 良典  米州欧州ｱﾌﾘｶ担当 
  執行役員       和田 泰彦  経理担当 
  執行役員       土屋 彰敏  関東地域担当 
  監査役（非常勤）   魚住 吉博 
  監査役（非常勤）   角田 憲彦 

 
４．三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社   （ｿﾆｰｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社より商号変更予定） 

(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更        
取締役（新任）  碇  誠 
取締役（新任）     中島 正則 

取締役（非常勤）（新任）  和田 慶二 

監査役（非常勤）（新任）   菅原 章文 

 

 (2)経営体制 
代表取締役執行役員社長    川﨑 成一 経営全般 
取締役   碇  誠 

   取締役（非常勤）   中島 正則 
   取締役（非常勤）    和田 慶二 
  取締役（非常勤）    駒田 一彦 
  執行役員専務      伊勢谷元彦  経営企画 
  執行役員        車木 潤一  ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 
  執行役員        清野 哲也  人事総務 
  執行役員        田中 忠司  ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（国内事業） 

監査役（非常勤）    菅原 章文 
   
５．三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社 

(1)経営体制 
取締役会長       碇  誠   取締役会議長 

代表取締役社長      池田 求 
取締役（非常勤）    古賀 博文 

  執行役員           関  康茂  事業企画部長 
  監査役（非常勤）    角田 憲彦 
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Ⅱ．平成 27 年 6 月 25 日定時株主総会以降 
 
１．三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更         
常務取締役(新任)  中山 信夫 財務経理管掌 兼 最高財務責任者 
取締役上級執行役員(新任)  佐藤 誠治  副財務責任者 

 

 (2)経営体制及び幹部社員 
取締役会長      田村 和男  取締役会議長 
代表取締役社長  藤岡 圭 最高経営責任者 
代表取締役常務取締役 碇  誠 不動産事業管掌 
代表取締役常務取締役 中谷 幸裕 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者 兼 企業管理管掌 
常務取締役   中山 信夫  財務経理管掌 兼 最高財務責任者 
取締役上級執行役員  小川 良司 総務人事連結企業管掌 
取締役上級執行役員  古賀 博文 企画事業開発広報管掌 
取締役上級執行役員  佐藤 誠治  副財務責任者 
社外取締役（非常勤） 内田 和成 
社外取締役（非常勤） 古橋 衞 
執行役員          増田 孝義  不動産事業担当 
執行役員   和田 慶二 企画事業開発広報担当 兼 経営企画室長 
執行役員   菅原 章文 法務ﾘｽｸ管理担当 
常任監査役   笹尾 新一郎 
社外監査役      大久保 慶一 
社外監査役（非常勤）  須藤  修 
社外監査役（非常勤）  小澤 元秀 

 
    桐山 智明 事業開発室長 

長村 道春 広報室長 
    岩名地 和夫 事業調査部長 
    髙橋 安則 総務部長 
    寺田 幸弘 人事部長 
    田中 雅彦 連結企業支援部長 
    白鳥  透 法務部長 
    荒牧  功 ﾘｽｸ管理部長 

糸居 祐二 情報ｼｽﾃﾑ部長     
    藤井 秀之 経理部長 
    佐藤 勇生 事業管理部長 
    臼井 克幸 不動産事業部長  
   

以上  


