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2021 年 2 月 15 日 

各  位 

 会社名       株式会社  日   新 

 代表者 取締役社長 筒井 雅洋 

（コード番号 9066 東証第１部） 

 問合せ 人事部長 沖田 道利 

（TEL. 03-3238-6624） 

 

2021 年度機構改正・人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2021年 2 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、機構改正・人事異動について

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

グローバルに大きく変わる事業環境下、より実効性のある組織を作り、グループの競争力強化を図

るため、下記の通り 2021 年度の定期機構改正と人事異動を実施する。 

 

 

〔１〕2021 年 4 月 1 日付機構改正・人事異動 

１ 機構の改正 

 総務・コンプライアンス部から法務・コンプライアンス業務を分離・独立し、法務コンプライアンス

室を新設する。総務・コンプライアンス部を総務部に名称変更する。 

 新たな物流サービスの拡大を目指し、引越部をビジネスソリューション営業部に名称変更す

る。 

 

２ 取締役の異動 

１）異動 

  （新） （現行） 

取締役 取締役常務執行役員 枡田建二郎 

（6 月 23 日退任予定） 関東倉庫事業部、 

 海運・港運事業部担当、 

 兼陸運事業部長 
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取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 鳥尾 省治 

特命担当、兼総合営業第三部、 関西支社長 

ビジネスソリューション営業部、 

国際営業第一部、国際営業第二部、 

国際営業第三部管掌 

 

取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 中込 利嘉 

米州本部、欧州本部担当、 海外本部担当 

兼欧州統轄、 

兼オーストリア日新社長、 

兼フランス日新社長 

      

 

３ 執行役員の異動、昇任、退任 

１）異動 

  （新） （現行） 

常務執行役員 常務執行役員 中嶋 粹芳 

関西支社長 総合営業第三部、国際営業第一部、 

 国際営業第二部、国際営業第三部、 

 引越部担当 

  

常務執行役員 常務執行役員 桒原  智 

総務部、法務コンプライアンス室、 秘書室、総務・コンプライアンス部、  

人事部、安全環境管理部、 人事部、安全環境管理部、   

総合システム部担当 総合システム部担当   

 

執行役員 執行役員 川島 潤一 

関東倉庫事業部長 関東倉庫事業部長、   

 兼京浜支店長 

 

執行役員 執行役員 章  征栄 

中国統轄 中国統轄、 

 兼日新－中外運国際貨運有限公司 

 総経理 

 

執行役員 執行役員 稲勝志貴夫 

関西支社長補佐 総合営業第二部長 
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執行役員 執行役員 珍田 昌一 

アジア統轄、 タイ日新社長  

兼タイ日新社長 

 

執行役員 執行役員 山田 哲稔 

総合営業第三部、   総合営業第三部長  

ビジネスソリューション営業部担当 

 

執行役員 執行役員 大久保忠行 

国際営業第一部、国際営業第三部   国際営業第二部長  

担当、兼国際営業第二部長 

 

日新産業株式会社 執行役員 木村  康 

（社長に就任予定） アジア統轄  

 

株式会社九州日新 執行役員 南  祥一 

（社長に就任予定） 関西支社長補佐 

  

２）昇任 

  （新） （現行） 

常務執行役員   執行役員 峯  茂樹 

関東倉庫事業部担当、   海運・港運事業部長 

兼海運・港運事業部長、 

兼陸運事業部長 

 

執行役員   大阪営業第一部長 北川 義剛 

大阪営業第一部長   

 

執行役員   インド日新社長 森川 哲也 

アジア本部、中国本部担当、 

兼海外事業室長 

 

３）退任（3 月 31 日付） 

（現行） 

執行役員 尾野本哲廣 

秘書室長 
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４ 部長の異動、昇任 

１）異動 

  （新） （現行） 

関西管理室長（部長） 阪神港運部長 岩朝 和久 

  

総務部長 経理部長 石川  操 

 

関東倉庫事業部長補佐（部長） 引越部長 廣沢  健 

 

法務コンプライアンス室長（部長） 総務・コンプライアンス部長 鴨下 至治 

 

欧州統轄補佐 国際営業第一部長 桜井 正応 

 

京浜支店長 千葉支店長 辰巳 文彦 

 

株式会社茨城日新 大進石油輸送株式会社 社長、 津城 陽一 

（社長に就任予定） 兼株式会社群馬日新社長 

 

陸運部長、 陸運部長 須長 正憲 

兼株式会社群馬日新 

（社長に就任予定） 

 

総合営業第三部長 鶴見倉庫株式会社 社長 河村龍一郎 

 

２）部長の昇任 

  （新） （現行） 

総合営業第二部長 総合営業第二部次長 山野  薫 

 

ビジネスソリューション営業部長 引越部次長 木下 義裕 

 

国際営業第一部長 国際営業第一部次長 折原 邦男 

 

阪神港運部長 阪神港運部次長 片山 良一 

 

千葉支店長 京浜支店次長 菱沼 信之 

 

経理部長 関西管理室長 月岡 元尚 
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安全環境管理部長 総合営業第三部次長 二階堂信生 

 

 

〔２〕2021 年 6 月 23 日付人事異動 

１）退任予定取締役 

  （新） （現行（4 月 1 日付）） 

顧問 取締役 枡田建二郎 

 

常務執行役員 取締役常務執行役員 中込 利嘉 

米州本部、欧州本部担当、 米州本部、欧州本部担当、 

兼欧州統轄、 兼欧州統轄、 

兼オーストリア日新社長、 兼オーストリア日新社長、  

兼フランス日新社長 兼フランス日新社長  

 

 

以  上 


