
１．組織改編の目的

当社は、グローバルな総合物流企業への進化を目指し、平成24年11月に策定した中期経営計画「ＭＯＶＥ2013｣

の達成に向けて、各事業の成長を一層加速し、事業規模の拡大と企業価値の持続的向上を図るため、昨年11月に

持株会社制への移行を決議しております。持株会社制への移行は、本年10月1日を予定しておりますが、その体

制を整備するための組織改編を実施するものであります。

２．組織改編の内容

（１）本社管理機能組織

本社管理機能組織として、経営企画室、事業開発室、広報室及び総務人事部門、企業管理部門、財務経理部門、

事業管理部門に再編成し、グループ経営及び各事業部門、中核事業会社のサポート体制を強化いたします。

（２）事業別利益責任組織

事業別利益責任組織として、倉庫事業部門、港湾運送事業部門、グローバルフロー事業部門、ＢＰＯ事業部門、

三井倉庫エクスプレス株式会社、三井倉庫ロジスティクス株式会社に再編成し、各事業部門・中核事業会社が意

思決定を迅速にし、事業拡大のスピードを加速してまいります。

- 1 -

平成26年1月27日

各 位

会社名 三 井 倉 庫 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 宮 下 紀 夫

（TEL. 03-6400-8017）

組織改編並びに取締役・執行役員等の人事異動のお知らせ

本日開催の取締役会において、平成２６年４月１日付組織改編の実施を決定いたしましたので、関連する人事

と併せて、下記のとおりお知らせいたします。

記

Ⅰ．平成２６年４月１日付組織改編
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Ⅱ．平成２６年４月１日付異動

１．取締役及び執行役員の異動並びに担当職務の変更

新 現氏 名 備考

池田 隆二
（いけだ りゅうじ）

小川 良司
（おがわ りょうじ）

執行役員 中国地域代表
兼三井倉庫中国投資有限公司董事長
兼三運物流(上海)有限公司董事長

後藤 大輔
（ごとう だいすけ）

執行役員 企業管理部門総務人事法務担当 昇格

宮島 義明
（みやじま よしあき）

執行役員 事業統括部門長

執行役員 国際輸送事業部門長

武隈 壮治
（たけくま そうじ）

昇格道瀬 英二
（みちせ えいじ）

常務取締役中国・アジア事業部門長
兼中国事業部長
兼三井倉庫インターナショナル社長

取締役上級執行役員 倉庫事業部門
倉庫営業統括

矢川 康治
（やがわ こうじ）

取締役上級執行役員 倉庫事業部門
オペレーション統括兼関東支社長

退任五十嵐 俊一
（いがらし しゅんいち）

上級執行役員 倉庫事業部門
中部支社長 兼名古屋支店長

昇格

小田中 修
（おだなか おさむ）

執行役員 企業管理部門ＩＴ・リスク管理担当

中山 信夫
（なかやま のぶお）

執行役員 経営管理部門財務経理担当

藤岡 圭
（ふじおか けい）

代表取締役社長（最高経営責任者）
兼倉庫事業部門長

代表取締役社長（最高経営責任者）
兼グローバルフロー事業部門長

常務取締役 特命事項担当

碇 誠
（いかり まこと）

代表取締役常務取締役
経営管理部門長 兼最高財務責任者

代表取締役常務取締役
財務経理部門長 兼最高財務責任者
兼事業管理部門長

常務取締役 倉庫事業部門長
兼倉庫事業部門倉庫営業統括

取締役上級執行役員 倉庫事業部門
オペレーション統括

北海三井倉庫ロジスティクス株式会社
代表取締役社長

執行役員 グローバルフロー事業部門
中国事業責任者
兼三運物流(上海)有限公司董事長

上級執行役員 総務人事部門長

高遠 健治
（たかとお けんじ）

執行役員 米州欧州事業部門長 昇格
上級執行役員 グローバルフロー事業部門
欧米・国際輸送事業統括

上級執行役員 グローバルフロー事業部門
アジアパシフィック事業統括
兼グローバルフロー営業責任者

執行役員 グローバルフロー事業部門
国際輸送事業責任者

執行役員 倉庫事業部門
関東支社長

執行役員 財務経理部門財務経理担当

木納 裕
（きのう ひろし）

倉庫事業部門
関東支社オペレーション部長

伊藤 博
（いとう ひろし）

港湾運送事業部門 港運営業部長

執行役員 企画・事業開発・広報担当
兼経営企画室長

和田 慶二
（わだ けいじ）

松川 昇
（まつかわ のぼる）

倉庫事業部門 業務品質管理部長執行役員 倉庫事業部門企業管理責任者 新任

新任
執行役員 グローバルフロー事業部門
中国事業副責任者
兼三井倉庫中国投資有限公司董事長

経営企画室長 新任

新任執行役員 倉庫事業部門営業責任者

坪田 弘之
（つぼた ひろゆき）

倉庫事業部門
中部支社管理部長

新任
執行役員 倉庫事業部門
中部支社長 兼名古屋支店長

２．その他の異動

角田 憲彦
（かくた のりひこ）

企業管理部門
リスク管理部長

新 現氏 名 備考

総務人事部門
連結企業支援部長

企業管理部門
法務部長 兼リスク管理部長

白鳥 透
（しらとり とおる）

企業管理部門
法務部長



新 現氏 名 備考

佐藤 勇生
（さとう いさお）

中国・アジア事業部門
アジア事業部長

事業管理部門
事業管理部長

金井 重樹
（かない しげき）

昇格
グローバルフロー事業部門
アジア営業部長

中国・アジア事業部門
アジア事業部マレーシア責任者

事業統括部門
事業管理部長

竹村 充弘
（たけむら みつひろ）

倉庫事業部門
企業管理部長

倉庫事業部門
中部支社業務品質管理部長

池田 明郎
（いけだ あきお）

倉庫事業部門
業務品質管理部長

倉庫事業部門
中部支社業務品質管理部長

瀬村 和之
（せむら かずゆき）

浅田 敏文
（あさだ としふみ）

昇格
倉庫事業部門
関東支社横浜支店大黒事務所長

倉庫事業部門
関東支社オペレーション部長

田上 賢治
（たがみ けんじ）

三井倉庫九州株式会社
取締役港運部長

港湾運送事業部門
港運統括部長

藤巻 一義
（ふじまき かずよし）

昇格
倉庫事業部門関東支社
京浜港運支店青海ターミナル事務所長

港湾運送事業部門
港運統括部長

福島 則之
（ふくしま のりゆき）

昇格
港湾運送事業部門
港運営業部長

倉庫事業部門中部支社
中部港運支店港運・代理店課長

細田 昌嗣
（ほそだ まさじ）

財務経理担当執行役員補佐
グローバルフロー事業部門
企業管理責任者

荒牧 功
（あらまき いさお）

経営管理部門
業務部シニアマネージャー

昇格
グローバルフロー事業部門
企業管理部長

名取 裕基
（なとり ひろき）

事業統括部門
ソリューション営業部長

グローバルフロー事業部門
営業統括部長

北野 摩久
（きたの まく）

グローバルフロー事業部門
ソリューション営業第一部長

倉庫事業部門
営業統括部企画課長

昇格

石井 淳一郎
（いしい じゅんいちろう）

復職
三井倉庫ロジスティクス株式会社
グローバル３ＰＬ事業部門長

グローバルフロー事業部門
３ＰＬ事業部長

赤山 顕司
（あかやま けんし）

国際輸送事業部門
国際輸送事業部長

グローバルフロー事業部門
中国営業部長

甲斐 英樹
（かい ひでき）

昇格
中国・アジア事業部門
アジア事業部インドネシア責任者

グローバルフロー事業部門
アジア事業責任者

濱野 浩之
（はまの ひろゆき）

米州欧州事業部門
米州欧州事業部長

グローバルフロー事業部門
欧州営業部長

柏木 孝則
（かしわぎ たかのり）

グローバルフロー事業部門
米州営業部長

倉庫事業部門
営業第二部営業第１課長

昇格

今泉 達介
（いまいずみ たつすけ）

グローバルフロー事業部門
国際輸送事業部長

昇格
国際輸送事業部門
国際輸送事業部企画運用課長
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倉庫事業部門
中部支社名古屋支店四日市統括事務所長

昇格

倉庫事業部門
中部支社管理部長

谷口 三枝子
（たにぐち みえこ）

倉庫事業部門
中部支社管理部総務課長

昇格

中村 勝
（なかむら まさる）

三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
取締役執行役員企業管理部門長

ＢＰＯ事業部門 企業管理部長
兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
取締役執行役員企業管理部門長

関 康茂
（せき やすしげ）

ＢＰＯ事業部門
ＢＰＯ事業部長

ＢＰＯ事業部門
ＢＰＯ事業品質管理部長

ＢＰＯ事業部門
ＢＰＯ事業部長

鷲尾 治生
（わしお はるお）

三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
取締役執行役員営業部門長

経営管理部門
業務部長

三宅 和裕
（みやけ かずひろ）

サンソー港運株式会社出向
（同社株主総会後社長就任予定）



Ⅲ．平成２６年４月１日付経営体制及び幹部社員

取締役会長 田村 和男

総務部長 高橋 安則

執行役員中部支社長 兼名古屋支店長 坪田 弘之

関東支社横浜支店長 中西 紀之

財務部長 伊藤 正敏

リスク管理部長 白鳥 透(兼)

取締役上級執行役員オペレーション統括 矢川 康治

執行役員関西支社長兼大阪支店長 小幡 潔司

人事部長 寺田 幸弘

三井倉庫九州株式会社社長 當銀 政彦

代表取締役常務取締役企業管理部門長 兼コンプライアンス責任者 中谷 幸裕

法務部長 白鳥 透

代表取締役常務取締役財務経理部門長 兼最高財務責任者 碇 誠

経理部長 藤井 秀之

情報システム部長 糸居 祐二

関東支社オペレーション部長 浅田 敏文

中部支社オペレーション部長 村山 昇

関東支社東京支店長 舘野 洋一

中部支社業務品質管理部長 瀬村 和之

中部支社管理部長 谷口 三枝子

関西支社神戸支店長 重村 篤志

関西支社管理部長 井上 浩一

不動産事業部長 臼井 克幸

事業管理部長 佐藤 勇生

代表取締役常務取締役事業管理部門長 碇 誠

関東支社管理部長 前田 純志

事業調査部長 千葉 達

代表取締役社長（最高経営責任者） 藤岡 圭

上級執行役員総務人事部門長 小川 良司

執行役員財務経理担当 中山 信夫

経営企画室長 和田 慶二(兼)

事業開発室長 桐山 智明

広報室長 宮下 紀夫

倉庫営業統括 道瀬 英二(兼)

営業第一部長 田中 英介

営業第二部長 東 康史

営業統括部長 鳥井 宏

常務取締役倉庫事業部門長 道瀬 英二

執行役員関東支社長 小田中 修

関東支社業務品質管理部長 上條 ひろみ

関西支社業務品質管理部長 滋野 日出人

関西支社オペレーション部長 塚原 成郎
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連結企業支援部長 角田 憲彦

執行役員企画・事業開発・広報担当 和田 慶二

執行役員企業管理責任者 松川 昇

業務品質管理部長 池田 明郎

企業管理部長 竹村 充弘

執行役員営業責任者 木納 裕

ヘルスケア営業部長 秋田 大策



取締役　（非常勤） 深津 泰彦
取締役　（非常勤） 内田 和成

常任監査役 笹尾 新一郎

監査役 大久保 慶一

監査役　（非常勤） 須藤 修

監査役　（非常勤） 小澤 元秀

取締役深津泰彦、内田和成は、会社法第２条１５号の要件を満たす社外取締役であります。
監査役大久保慶一、須藤修、小澤元秀は、会社法第２条１６号の要件を満たす社外監査役であります。

執行役員国際輸送事業責任者 池田 隆二

取締役上級執行役員ＢＰＯ事業部門長 池田 求

ＢＰＯ事業部長 関 康茂

三井倉庫エクスプレス株式会社社長 中島 正則

国際輸送事業部長 今泉 達介

執行役員特命事項担当 小笠原 審

上級執行役員欧米・国際輸送事業統括 高遠 健治

欧州営業部長 濱野 浩之

常務取締役特命事項担当 武隈 壮治

中国営業部長 赤山 顕司

港運統括部長 藤巻 一義

常務取締役港湾運送事業部門長 田原口 誠

港運営業部長 福島 則之

執行役員港運統括責任者 中村 恭三

執行役員中国事業責任者 後藤 大輔

三井倉庫ロジスティクス株式会社社長 浅野 勉
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アジア事業責任者 甲斐 英樹

阪神港運支店長 藤崎 徹也

中部港運支店長 若野 英樹

京浜港運支店長 小川 嘉章

グローバルフロー事業部門長 藤岡 圭(兼)

ソリューション営業第二部長 望月 秀敏

営業統括部長 名取 裕基

企業管理責任者 細田 昌嗣

企業管理部長 荒牧 功

上級執行役員アジアパシフィック事業統括 宮島 義明

グローバルフロー営業責任者 宮島 義明(兼)

ソリューション営業第一部長 北野 摩久

３ＰＬ事業部長 石井 淳一郎

執行役員中国事業副責任者 兼三井倉庫中国投資有限公司董事長 伊藤 博

アジア営業部長 金井 重樹

米州営業部長 柏木 孝則

企業管理部長 中村 勝

欧米事業責任者 高遠 健治(兼)


