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 平成 27 年 5 月 11 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および当社グループの経営体制のお知らせ 

 
 本日開催の取締役会において、グループ各社の人事異動を決定しましたので、当社(3 月 26 日付で 
報告済み)を含むグループ全体の経営体制と併せて下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社  （平成 27 年 6 月 25 日付）     ＊以下[  ]は現担当職務 

(1)取締役・執行役員の異動及び担当職務の変更 （3 月 26 日に公表済み）        
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 [上級執行役員] 
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 
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    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． 三井倉庫株式会社 （平成 27 年 6 月 23 日付）     
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更       

なし 
(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 
代表取締役専務取締役  田原口 誠   港湾運送事業管掌 
代表取締役専務取締役  道瀬 英二   倉庫事業管掌 
常務取締役     矢川 康治   ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門長 
取締役上級執行役員    小田中 修   ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門長補佐 
取締役上級執行役員    松川  昇   企業管理部門長 
取締役上級執行役員    木納  裕   倉庫営業部門長 
取締役上級執行役員    若野 英樹   港運統括担当 
取締役（非常勤）     中谷 幸裕 
執行役員       小笠原 審   特命事項担当 
執行役員     後藤 大輔   関西支社長 
執行役員     坪田 弘之   関東支社長 
執行役員     當銀 政彦   三井倉庫九州株式会社社長 
執行役員        中西 紀之   中部支社長兼名古屋支店長 
執行役員    田中 英介   倉庫営業担当兼営業統括部長 
執行役員     福島 則之   港運営業担当兼港運営業部長 
監査役（非常勤）    笹尾 新一郎 
監査役（非常勤）     大久保 慶一 
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3． MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ法人)  (平成 27 年 6 月 29 日付) 
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更 

Executive Officer     甲斐 英樹  Mitsui-Soko South East Asia Pte Ltd 社長 
                                 [Mitsui-Soko South East Asia Pte Ltd 社長兼企業管理部長] 

(2) 経営体制及び幹部社員 
Managing Director      藤岡 圭       CEO 
Executive Director      宮島 義明  ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括兼ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ営業担当 
Director              高遠 健治  欧州事業統括兼国際輸送事業統括 
Director（非常勤）      小川 良司 
Executive Officer       池田 隆二  国際輸送事業担当 
Executive Officer     伊藤 博  三井倉庫(中国)投資有限公司董事長兼中国営業部長 
Executive Officer     細田 昌嗣  三井倉庫 NEA 株式会社社長兼企業管理部長 

  兼三井倉庫ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社社長兼企業管理部長 
Executive Officer      鳥井 宏     米州事業統括 
Executive Officer      名取 裕基  企業管理担当兼企業管理部長兼事業管理部長 
Executive Officer     甲斐 英樹  Mitsui-Soko South East Asia Pte Ltd 社長 

 
4． 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 （平成 27 年 6 月 24 日付）   
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更        

代表取締役社長（新任）   久保 高伸    [顧問] 
代表取締役専務取締役    郷原 健  営業統括兼海外統括、調達混載企画部、海外事業管理室管掌 
                   [営業統括兼海外統括管掌] 
取締役（新任）         和田 泰彦   経理・経営企画・総務管掌 [執行役員 経理担当]  

   監査役（非常勤）（新任）   中山 信夫 
退任               中島 正則    [代表取締役社長] 
退任              角田 憲彦   [監査役（非常勤）] 

 (2) 経営体制 
取締役会長      藤岡 圭 
代表取締役社長      久保 高伸 
代表取締役専務取締役     郷原 健   営業統括兼海外統括、調達混載企画部、海外事業管理室管掌 
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 
取締役          和田 泰彦  経理・経営企画・総務管掌 
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         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）     中山 信夫 
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5． 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社   (平成 27 年 6 月 18 日付) 
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更        

取締役執行役員（新任）)  惠谷 洋    SCM 営業本部長 [執行役員 SCM 営業本部長]  
取締役（非常勤）（新任）) 佐藤 誠治   
監査役（非常勤）（新任）) 菅原 章文 
退任          帰山 二郎     [代表取締役会長] 
退任      森永 繁則   [取締役執行役員] 
退任         角田 憲彦    [監査役（非常勤）] 

(2) 経営体制 
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    惠谷 洋     SCM 営業本部長 
取締役（非常勤）   碇  誠  
取締役（非常勤）   佐藤 誠治 
執行役員     上田 邦雄   家電量販営業本部長 
監査役（非常勤）   菅原 章文 

 
6． 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社 （平成 27 年 6 月 9 日付） 
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更        

監査役（非常勤）（新任） 中山 信夫 
退任         角田 憲彦    [監査役（非常勤）] 

(2) 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）    中山 信夫 
 
7． 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社  (平成 27 年 6 月 19 日付) 
(1) 取締役・執行役員等の異動及び担当職務の変更        

      なし 
 (2) 経営体制 
   代表取締役執行役員社長 川﨑 成一    

    取締役         碇    誠 

取締役              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                                           以上 


