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2022 年 3 月 14 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）  
機構改訂および人事異動のお知らせ  当社は、2022 年 3 月 14 日開催の取締役会において、機構改訂および人事異動に関して下記の通り実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。  記  1. 機構改訂について（新設、名称変更：2022 年 4 月 1 日付） （１）「川崎研修センター」を新設し、「人事部」の管轄とする。 （２）「人事制度改訂準備室」を「人事企画室」に名称変更する。  2. 人事異動について （１）昇格執行役員（2022 年 4 月 1 日付） 氏名 新職 現職 櫻井  充 （さくらい みつる） 常務執行役員 [管掌] 総務部、人事部、 川崎研修センター、人事企画室、 物流品質環境部 [担当] 物流品質環境部 執行役員 [担当] 経営企画部、総務部 

不破 浩一 （ふわ こういち） 常務執行役員 [管掌] 中部⽀店、関⻄⽀店、 堺泉北支店 [担当] 関⻄⽀店、堺泉北⽀店 執行役員 [担当] 関⻄⽀店、堺泉北⽀店 
本多 義太郎 （ほんだ よしたろう） 常務執行役員 [管掌] 関東支店、川崎支店、 機工部 [担当] 関東支店、川崎支店 執行役員 [担当] 関東支店、川崎支店 [委嘱] 関東⽀店⻑ 
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（２）新任執行役員（2022 年 4 月 1 日付） 氏名 新職 現職 中川 康仁 （なかがわ やすひろ） 執行役員 [担当] 横浜海運支店、 輸出梱包センター、通関・保税部 [委嘱] 輸出梱包センター⻑ 輸出梱包センター⻑ 
本田 和之 （ほんだ かずゆき） 執行役員 [担当] 経理部 [委嘱] 経理部⻑ 経理部⻑ 
野田 良治 （のだ りょうじ） 執行役員 [担当] 人事部、 川崎研修センター、人事企画室 [委嘱] ⼈事部⻑ ⼈事部⻑ 
相田  宏 （あいだ ひろし） 執行役員 [担当] 総務部 [委嘱] 総務部⻑ 総務部⻑ 中山 博達 （なかやま ひろみち） 執行役員 [担当] 東京海運支店、港運部 [委嘱] 港運部⻑ 港運部⻑  （３）退任執行役員（2022 年 3 月 31 日付） 氏名 新職 現職 中野 正也 （なかの まさや） 丸全商事株式会社 顧問 常務執行役員 [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 龍康殿 秀尊 （りゅうこうでん ひでたか） 武州運輸倉庫株式会社 顧問 株式会社スマイルライン 顧問 常務執行役員 [管掌・担当] 港運部、輸出梱包センター、通関・保税部 
若尾 正道 （わかお まさみち） 丸全電産ロジステック株式会社 代表取締役社⻑ 専任 常務執行役員 [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 
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氏名 新職 現職 吉村 勝也 （よしむら かつや） 顧問 執行役員 [担当] 海外事業推進部、 海外物流部 [委嘱] 海外事業推進部⻑  （４）管掌・担当・委嘱の変更（2022 年 4 月 1 日付） 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 [担当] 内部監査室 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員 
岡田 廣次 （おかだ ひろつぐ） 代表取締役 専務執行役員 [統轄] 全部門・全関係会社 [管掌] 海外事業推進部、 海外物流部 

代表取締役 専務執行役員 [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 
石川 健一 （いしかわ けんいち） 取締役 常務執行役員 [管掌] 経理部、関連事業部、 情報システム部、DX推進室 [担当] 関連事業部、 情報システム部、DX推進室 取締役 常務執行役員 [管掌・担当] 経理部、関連事業部、 情報システム部、DX推進室 
野口 利英 （のぐち としひで） 常務執行役員 [管掌] 横浜海運支店、 輸出梱包センター、通関・保税部、東京海運支店、港運部、鹿島支店、 成田物流センター 

常務執行役員 [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 安藤 雄一 （あんどう ゆういち） 取締役 常務執行役員 [管掌] 経営企画部 [担当] 経営企画部、 海外事業推進部、海外物流部 [委嘱] 営業本部⻑ 取締役 常務執行役員 [管掌] 経営企画部 [委嘱] 営業本部⻑ 神保 彰宏 （じんぼ あきひろ） 執行役員 [担当] 営業開発部 [委嘱] 営業開発部⻑ 執行役員 [担当] 内部監査室 
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（５）職員の変更（2022 年 4 月 1 日付） 《異動》 氏名 新職 現職 内田 公彦 （うちだ たかひこ） 川崎研修センター⻑ 営業企画部⻑ ⻑岡  康 （ながおか やすし） ⼈事企画室⻑ ⼈事制度改訂準備室⻑ ⿊澤 秀晃 （くろさわ ひであき） 関連事業部⻑ 内部監査室⻑ 腕木 義之 （うでき よしゆき） 通関・保税部⻑ 成⽥物流センター⻑ 飯岡  剛 （いいおか たけし） 営業本部副本部⻑ 営業企画部⻑ 3PL開発部⻑ 森野 直樹 （もりの なおき） 丸全中部流通株式会社 出向 （部⻑職相当取扱） 営業開発部⻑  《昇職》 氏名 新職 現職 鈴木 孝雄 （すずき たかお） 内部監査室⻑ 関連事業部次⻑ 和田 貴一 （わだ きいち） 海外事業推進部⻑ 海外事業推進部次⻑ 津瀬 貴史 （つせ たかし） 3PL開発部⻑ 3PL開発部次⻑ 吉田 尚之 （よしだ たかゆき） 関東⽀店⻑ 関東⽀店次⻑ 田中 公和 （たなか きみかず） 成⽥物流センター⻑ ⿅島⽀店次⻑  《役職解任》 氏名 新職 現職 佐藤 悦章 （さとう よしあき） ⽯川常務付部⻑待遇 通関・保税部⻑ 志田 岳磨 （しだ たけま） 丸全商事株式会社 出向 （部⻑待遇職相当取扱） 関連事業部⻑  以  上 


