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平成25年３月25日 

各      位 

 会 社 名 丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社 

 代表者名  取 締 役 社 長 浅 井 俊 之 

   （コード番号9068 東証市場第一部） 

 問合せ先 取締役総務部長 中 野 正 也 

      （電話 045-671-5711） 

 

機構改訂および人事異動のお知らせ 

 
当社は、平成25年３月25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（平成25年４月１日付） 

（１）「海運業務一部」「海運業務二部」「港運部」を統合し、「横浜海運支店」とする。 
（２）「海外事業推進部」「海外営業部」を新設する。 
（３）「通関部」を「通関・保税部」に名称変更する。 
（４）「海外事業部」を「海外物流部」に名称変更する。 
（５）「営業管理部」を「営業企画部」に名称変更する。 

 
２．人事異動について 

 
（１）役員の部（平成25年４月１日付） 

氏名 新職 現職 
大西 敬二 
（おおにし けいじ） 

専務取締役 

[統括] 全部門、全関係会社 

[管掌] 関東支店、川崎支店、機工部 

[委嘱] 営業本部長 

専務取締役 

[統括] 全部門、全関係会社 

 

[委嘱] 営業本部長 

中村 匡宏 
（なかむら まさひろ） 

常務取締役 

[管掌] 総務部、経理部、関連事業部、

経営企画部、人事部、情報システム部、

物流品質環境部 

[担当] 総務部、経理部、関連事業部、

経営企画部、人事部、情報システム部、

物流品質環境部 

常務取締役 

 

 

 

[担当] 総務部、経理部、関連事業部、

経営企画部、人事部、情報システム部、

物流品質環境部 

鈴木 紀義 

（すずき きよし） 

常務取締役 

[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、 

海外事業推進部、中国室、海外物流部、

海外営業部 

常務取締役 

 

 

 

 

[担当] 海運業務一部、海運業務二部、

通関部、港運部 
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氏名 新職 現職 
野口 三郎 
（のぐち さぶろう） 

常務取締役 

[管掌] 鹿島支店、成田物流センター

[担当] 鹿島支店、成田物流センター

常務取締役 

 

[担当] 鹿島支店、成田物流センター

植山 秀次 
（うえやま ひでつぐ） 

常務取締役 

[管掌] 中部支店、関西支店 

[担当] 中部支店 

常務取締役 

 

[担当] 中部支店、関西支店 

髙田  清 
（たかだ きよし） 

取締役 

[担当] 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 

取締役 

[担当] 東京海運支店、輸出梱包セン

ター 

今村 哲三 
（いまむら てつぞう） 

取締役 

[担当] 関西支店 

取締役 

 

[委嘱] 関西支店長 

鈴木 秀明 
（すずき ひであき） 

取締役 

[担当] 海外事業推進部、中国室 

[委嘱] 海外事業推進部長、中国室長

取締役 

[担当] 海外事業部、中国室 

[委嘱] 中国室長 

髙橋 秀一 
（たかはし しゅういち） 

取締役 

[担当] 海外物流部、海外営業部 

[委嘱] 海外営業部長 

取締役 

 

[委嘱] 海運業務二部長 

（２）職員の部（平成25年４月１日付） 

《異動》 
氏名 新職 現職 

大室  亘 
（おおむろ とおる） 

経営企画部長 営業管理部長 

下山 泰生 
（しもやま やすお） 

横浜海運支店長 港運部長 

舘澤 明彦 
（たてさわ あきひこ） 

通関・保税部長 通関部長 

高橋 浩之 
（たかはし ひろゆき） 

東京海運支店長 海運業務一部長 

及川 雄司 
（おいかわ ゆうじ） 

海外事業推進部部長職相当取扱 海外事業部部長職相当取扱 

山中 秀一 
（やまなか しゅういち） 

海外物流部長 海外事業部長 

秋山 新一 
（あきやま しんいち） 

営業開発部長 東京海運支店長 

《昇職》 
氏名 新職 現職 

志田 岳磨 
（しだ たけま） 

関連事業部長 関連事業部次長 

高橋 明彦 
（たかはし あきひこ） 

人事部長 人事部次長 

松原 孝義 
（まつばら たかよし） 

情報システム部長 情報システム部次長 

安藤 雄一 
（あんどう ゆういち） 

営業企画部長 関東支店次長 

福井  聡 
（ふくい さとし） 

機工部長 機工部次長 

嶋田 良二 
（しまだ りょうじ） 

関西支店長 関西支店次長 
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《役職解任》 
氏名 新職 現職 

菊地 俊明 
（きくち としあき） 

丸十運輸倉庫㈱出向 
（部長待遇職相当取扱） 

経営企画部長 

服部 正晴 
（はっとり まさはる） 

丸全流通サービス㈱出向 
（部長待遇職相当取扱） 

関連事業部長 

可児 紀幸 
（かに のりゆき） 

丸全九州運輸㈱出向 
（部長待遇職相当取扱） 

営業開発部長 

蓮見 達也 
（はすみ たつや） 

中村常務付部長待遇 人事部長 

日吉 裕行 
（ひよし ひろゆき） 

中村常務付部長待遇 情報システム部長 

佐々木 等 
（ささき ひとし） 

鈴木（晴）取締役付部長待遇 機工部長 

 
以 上 


