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2021 年 5 月 24 日 各      位 会 社 名 丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社                            代表者名  代表取締役社⻑  浅 井 俊 之    （コード番号 9068 東証市場第一部） 問合せ先  総 務 部 ⻑  相 田   宏       （電話 045-671-5796）   
人 事 異 動 の お 知 ら せ   当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり 6 月 29 日付の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 2021 年 6 月 29 日開催予定の第119 回定時株主総会ならびにその後の取締役会を経て決定される予定であります。  記 １．役員の部 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 氏名 新職 現職 浅井 俊之 （あさい としゆき） 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員 同左 岡田 廣次 （おかだ ひろつぐ） 代表取締役 専務執行役員 同左 中村 匡宏 （なかむら まさひろ） 取締役 常務執行役員 同左 石川 健一 （いしかわ けんいち） 取締役 常務執行役員 同左 安藤 雄一 （あんどう ゆういち） 取締役 常務執行役員 同左  （２）担当の変更 氏名 新職 現職 村林 毅一 （むらばやし きいち） 執行役員 [担当] 機工部 [委嘱] 機⼯部⻑ 執行役員 [担当] 川崎支店、機工部 [委嘱] 機⼯部⻑ 本多 義太郎 （ほんだ よしたろう） 執行役員 [担当] 関東支店、川崎支店 [委嘱] 関東⽀店⻑ 執行役員 [担当] 関東支店 [委嘱] 関東⽀店⻑ 
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 ２．職員の部    該当ありません。  以  上  【第 119 回定時株主総会終了以降の役員新体制】  ＜取締役＞ 役職 氏名  代表取締役社⻑ 浅井 俊之  代表取締役 岡田 廣次  取締役 中村 匡宏  取締役 石川 健一  取締役 安藤 雄一  取締役 澁谷 康弘 常勤監査等委員 取締役 内藤 彰信 監査等委員（社外取締役） 取締役 梅若 和子 監査等委員（社外取締役） 取締役 佐藤 昭雄 監査等委員（社外取締役）  ＜執行役員＞ 役職 氏名 管掌・担当・委嘱等 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員 浅井 俊之  代表取締役 専務執行役員 岡田 廣次 [統轄] 全部門・全関係会社 
[管掌] 海外事業推進部、海外物流部、関東支店、川崎⽀店、機⼯部、中部⽀店、関⻄⽀店、堺泉北支店  
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役職 氏名 管掌・担当・委嘱等 取締役 常務執行役員 中村 匡宏 [管掌・担当] 国際埠頭株式会社 
[委嘱] 国際埠頭株式会社 代表取締役会⻑ 常務執行役員 中野 正也 [管掌] 総務部、人事部、物流品質環境部、人事制度改訂準備室 
[担当] 人事部、物流品質環境部、人事制度改訂準備室 取締役 常務執行役員 石川 健一 [管掌・担当] 経理部、関連事業部、情報システム部 常務執行役員 龍康殿秀尊 [管掌・担当] 港運部、輸出梱包センター、通関・保税部 常務執行役員 若尾 正道 [管掌・担当] 丸全電産ロジステック株式会社 
[委嘱] 丸全電産ロジステック株式会社 代表取締役社⻑ 常務執行役員 野口 利英 [管掌] 横浜海運支店、東京海運支店、鹿島支店、成田物流センター 
[担当] 横浜海運支店、東京海運支店 常務執行役員 嶋田 良二 [管掌・担当] 丸全トランスポート株式会社 
[委嘱] 丸全トランスポート株式会社 代表取締役社⻑ 取締役 常務執行役員 安藤 雄一 [管掌] 経営企画部 
[委嘱] 営業本部⻑ 執行役員 櫻井  充 [担当] 経営企画部、総務部 執行役員 不破 浩一 [担当] 関⻄⽀店、堺泉北⽀店 執行役員 村林 毅一 [担当] 機工部 
[委嘱] 機⼯部⻑ 執行役員 本多義太郎 [担当] 関東支店、川崎支店 
[委嘱] 関東⽀店⻑ 執行役員 神保 彰宏 [担当] 内部監査室 執行役員 吉村 勝也 [担当] 海外事業推進部、海外物流部 
[委嘱] 海外事業推進部⻑ 執行役員 野﨑 薰正 [担当] 鹿島支店、成田物流センター 執行役員 寺岡 要寛 [担当] 中部支店  


