
平成２２年４月１日付で下記の通り機構改正並びに人事発令をいたしましたので、お知らせいたします。

Ⅰ.機構改正について
　１．本社機構について

  (1)総務部内に「総務グループ」と「法務グループ」を設置する。

  (2)経営管理部内に「経営管理グループ」、「財務経理グループ」、「関係会社管理グループ」を設置する。

  (3)「安全環境南関東センター」の機能を「ＣＳ・安全担当」　（関東、中部、関西のエリア）に統合する。

  (4)ケミカル物流営業本部を、「ケミカル物流第１営業部」、「ケミカル物流第２営業部」の２部体制に改編する。

  (5)ロジスティクス営業本部内に、国際物流事業本部「国際物流第２事業部」の機能を移管し、

　 　「国際物流営業部」を設置する。

  (6)ロジスティクス営業本部内の「九州営業部」の機能を「関西営業部」に統合する。

  ２．ライン機構について

   (1)京滋主管支店の事務課を廃止し、京滋主管支店、京滋東支店、滋賀センコー運輸整備㈱を管轄する
　　　「京滋業務センター」を設置する。
   (2) 「貿易部」を国際物流事業本部内に統合する。

   (3) 「国際物流第１事業部」を「国際物流事業部」に改名し、管轄していた各営業所はエリア支店管轄とする。

　 (4)センコーエーラインアマノ㈱の経営強化を図るとともに、センコーグループ全体の

       航空便事業、ＫＹＮ事業の拡大、効率化を目指し、　「航空・ＫＹＮ事業部」の営業権を　

　　　センコーエーラインアマノ㈱へ譲渡し、「航空・ＫＹＮ事業部」を廃止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コード番号　９０６９）

機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

記

平成22年2月26日
各　　位

大阪市北区大淀中一丁目１番３０号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　ン　コ　ー　株　式　会　社

1



Ⅱ.役員人事について

《執行役員昇格関係》

発令事項 氏 名 現

常務執行役員
九州主管支店長

寺町 博文 執行役員
九州主管支店長

執行役員
仙台主管支店長
(兼)東北センコー運輸㈱
　代表取締役社長

澤田 孝志 常務理事
仙台主管支店長
(兼)東北センコー運輸㈱
　代表取締役社長

執行役員
延岡支店長

是沢 可人 常務理事
延岡支店長

《執行役員異動関係》

発令事項 氏 名 現

執行役員
住宅物流営業本部長

大迫 友行 執行役員
住宅物流営業本部長
(兼)住宅物流第２営業部長

執行役員
広報担当
(兼)社長室長
(兼)広報グループ長

佐々木 信郎 執行役員
広報担当
(兼)社長室長
(兼)経営企画グループ長
(兼)広報グループ長

執行役員退任
ロジ・ソリューション㈱
　　　　専務取締役

松田 幸次郎 執行役員
ケミカル物流営業本部副本部長
(兼)ケミカル物流第１営業部長

Ⅲ.人事について

《常務理事昇格関係》

発令事項 氏 名 現

常務理事
関東住宅支店長

前田 龍宏 関東住宅支店長

常務理事
(出)ロジ・ソリューション㈱
　　　常務取締役

堤 清彦 (出)ロジ・ソリューション㈱
　　　取締役

《常務理事異動関係》

発令事項 氏 名 現

常務理事
ケミカル物流営業本部
　ケミカル物流第１営業部長

川崎 寛治 常務理事
ケミカル物流営業本部
　ケミカル物流第２営業部長

常務理事
(出)東京納品代行㈱
　　　専務取締役

小笠原 雅明 常務理事
(出)センコー情報システム㈱
　　　常務取締役

常務理事
国際物流事業本部
　　貿易部長

増田 和紀 常務理事
貿易部長

センコーエーラインアマノ㈱
代表取締役会長

川端 治 センコーエーラインアマノ㈱
代表取締役社長
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《部長昇格関係》

発令事項 氏 名 現

ロジスティクス営業本部
　関東営業部長

石田 裕二 ロジスティクス営業本部
　チェーンストア物流営業部

(出)㈱丸藤
　　　専務取締役

小川 雄司 (出)㈱丸藤
　常務取締役

(出)三協貨物㈱
　　　代表取締役社長

藤井 辰巳 (出)三協貨物㈱

総務部
　法務グループ長

吉村 伸三 総務部

住宅物流営業本部
　住宅物流第２営業部長

山本 太郎 住宅物流営業本部
　住宅物流第２営業部

住宅物流営業本部
　住宅物流営業開発部長

吉田 聡 住宅物流営業本部
　住宅物流営業開発部

事業開発本部
　航空・ＫＹＮ営業担当部長

田中 盛樹 事業開発本部
　航空・ＫＹＮ営業担当

茨城支店副支店長 横田 秀満 茨城支店

神奈川支店副支店長 杉本 健司 神奈川支店

千葉支店長 中村 哲也 延岡支店

京滋業務センター長 碇山 将士 京滋主管支店

奈良支店副支店長 田中 聡 奈良支店

九州主管支店副支店長 富永 繁 九州主管支店

国際物流事業本部
　本部長付米国担当部長
　(兼)(出)ＳＥＮＫＯ（USA）INC.
　　　　　　代表取締役社長

森川 晃 国際物流事業本部
　米国地区担当
　(兼)(出)ＳＥＮＫＯ（USA）INC.
　　　　　　代表取締役社長

(出)ロジ・ソリューション㈱
　コンサルティング事業部第２グループ長

杉本 真彦 (出)ロジ・ソリューション㈱
　コンサルティング事業部

(出)ロジ・ソリューション㈱
　コンサルティング事業部第３グループ長

新立 俊之 (出)ロジ・ソリューション㈱
　コンサルティング事業部

(出)中四国ロジスティクス㈱
　　　専務取締役

松岡 弘樹 (出)中四国ロジスティクス㈱
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《部長異動関係》

発令事項 氏 名 現

社長室
　経営企画グループ長

中村 善彦 住宅物流営業本部
　住宅物流営業開発部長

総務部長
(兼)総務グループ長

鷲田 正己 総務部長

経営管理部長
(兼)経営管理グループ長
(兼)財務経理グループ長

上中 正敦 経営管理部長

経営管理部
　関係会社管理グループ長
　(兼)中計担当

小久保 悟 経営管理担当付中計担当部長

関東ＣＳ・安全担当部長 安藤 里己 京滋東支店長

ケミカル物流営業本部
　本部長付部長
(兼)千葉センコー運輸整備㈱
　　　代表取締役社長

門村 堅 千葉支店長
(兼)千葉センコー運輸整備㈱
　　　代表取締役社長

ケミカル物流営業本部
　ケミカル物流第２営業部長

井澤 公男 ケミカル物流営業本部
　ケミカル物流第３営業部長

京滋東支店長 伊藤 知彦 京滋主管支店副支店長

広島支店長 新田 浩隆 広島支店長
(兼)三協貨物㈱
　　　代表取締役社長

国際物流事業本部
　本部長付中国担当部長

和泉 徳治 国際物流事業本部
　本部長付部長

(出)センコーエーラインアマノ㈱
　　　代表取締役社長

横山 隆一 航空・ＫＹＮ事業部長

(出)センコーエーラインアマノ㈱
　　　取締役

小林 光幸 ロジスティクス営業本部
　本部長付部長

(出)東京納品代行㈱
　　　常務取締役

伊崎 繁富 (出)ロジ・ソリューション㈱
　コンサルティング事業部第３グループ長

ロジスティクス営業本部
　国際物流営業部長

藤原 昭喜 国際物流事業本部
　国際物流第２事業部長

国際物流事業本部
　国際物流事業部長

廣瀬 孝良 国際物流事業本部
　国際物流第１事業部長
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発令事項 氏 名 現

関西ＣＳ・安全担当部長 今田 克英 安全環境担当付
　　　関西ＣＳ・安全担当部長

ロジスティクス営業本部
　　　関東営業部長付部長

出羽 款 ロジスティクス営業本部
　　　関東営業部長

ロジスティクス営業本部
　　　関西営業部長付部長

村上 幾男 ロジスティクス営業本部
　　　九州営業部部長付部長

事業開発本部
　　　航空・ＫＹＮ営業担当部長付部長

粥川 元夫 事業開発本部
　航空・ＫＹＮ営業担当部長

以上
（　問合せ先　）

セ 　ン 　コ 　ー 　株 　式 　会　 社

総 務 部 長　　鷲　田　正　己
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