
平成２１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) 経営管理担当の設置
総務・経営管理担当を廃止し、新たに経営管理担当を設置するとともに経営管理担当
役員付の中計担当を設置する。

(2) 北関東担当の設置
北関東地区（茨城、埼玉主管支店の管轄地区）と新潟地区及び福島地区の事業拡大を
目指した営業戦略構築を目的に北関東担当を設置する。

(3) ＣＳ・安全担当の設置
安全環境担当役員付の関東、中部、関西、九州の各ＣＳ・安全担当を設置する。

(4) 人事担当の設置

(5) ロジスティクス営業担当の廃止

(6) 自動車事業担当、倉庫事業担当の廃止

(7) 北海道・東北地区担当の廃止

(8) 社長室の再編
広報部を社長室に統合し、社長室内に経営企画グループ、営業企画グループ、広報グループ
を設置する。また、クレフィール湖東の全般管理業務及びＣＳ推進室で担務していた
業務の一部を担務する。

(9) 人事部の再編
労務部、人材開発部を人事部に統合し、人事部内に人事グループ、労務グループ、
人材開発グループを設置する。

(10) 監査室の再編
ＣＳＲ推進室を監査室に統合し、監査室内に監査グループとＣＳＲ推進グループを
設置する。

(11) ＣＳ推進室、ＩＴ推進室の廃止
生産管理本部のＣＳ推進室を廃止し、担務していた業務の内、全社ＣＳ向上推進活動の
運営事務局を社長室に再編し、現場巡回による現場力強化の為の指導・是正を安全環境
担当付のＣＳ・安全担当に担務させる。またＩＴ推進室については生産管理部に
統合する。

(12) 住宅物流営業本部の再編
住宅物流営業本部の住宅物流第１、第２、第３、第４営業部を再編し、　
住宅物流第１営業部、住宅物流第２営業部、住宅物流営業開発部の３営業部体制とする。

(13) ケミカル物流営業本部の再編
ケミカル物流営業本部のケミカル物流第１、第２営業部、生活関連物流営業部、
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化学品物流営業部を再編し、ケミカル物流第１営業部、ケミカル物流第２営業部、
ケミカル物流第３営業部の３営業部体制とする。

(14) ロジスティクス営業本部
北関東担当を設置し、ロジスティクス営業本部内の新潟・福島担当を廃止する。

(15) 事業開発本部
クレフィール湖東営業担当を廃止し、担務していた業務を㈱クレフィール湖東に
移管する。

２．ライン機構について

(1) 札幌支店の改称
札幌支店を札幌主管支店と改称し、札幌南支店を札幌主管支店管轄下に再編する。

(2) 茨城支店、埼玉主管支店の再編
ロジスティクス営業本部が管轄していた「小名浜営業所」を茨城支店に、「新潟
営業所」を埼玉主管支店に再編する。

(3) 東京主管支店の再編
・東京主管支店については現行組織より市川ファッションロジスティクスセン
　ターを含む一部事業所を分離し、「東東京支店」を設置する。
・千葉支店については東京主管支店管轄下に再編する。

(4) 京滋南支店の廃止
支店廃止に伴い、京滋ハウス営業所を京滋主管支店に、東条営業所を阪神支店に
再編する。

(5) 岡山支店と倉敷支店の統合
岡山地区の事業拡大を目指した生産体制の一元化を図るため、岡山支店と倉敷支店
を統合し、新「岡山支店」として再編する。

(6) 南関東業務センター、中部業務センターの設置
東京主管支店、東東京支店、神奈川支店、関東住宅支店、千葉支店の事務課の統合
及び管轄営業所の定型間接業務の集中化を図る為、東京主管支店管轄の「南関東
業務センター」を、また名古屋主管支店、小牧支店、三重支店についても同様の
目的から名古屋主管支店管轄の「中部業務センター」を設置する。
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Ⅱ.役員人事について

《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

代表取締役社長
（兼）生産管理本部長

福田 泰久 代表取締役社長

取締役(兼)専務執行役員
事業開発本部長
　（兼)センコー商事㈱
　　　代表取締役社長
（平成21年６月上旬、センコー商事㈱
株主総会終了後）

手塚 武與 取締役(兼)専務執行役員
事業開発本部長
(兼)広報担当

取締役(兼)専務執行役員
ロジスティクス営業本部長
(兼)ロジファクタリング㈱
　　　代表取締役社長

髙橋 久男 取締役(兼)専務執行役員
ロジスティクス営業担当
(兼)ロジファクタリング㈱
　　　代表取締役社長

取締役(兼)常務執行役員
北関東担当
(兼)埼玉主管支店長

田中 健悟 取締役(兼)常務執行役員
住宅物流営業本部長

取締役(兼)常務執行役員
経営管理担当

和田 定晋 取締役(兼)常務執行役員
ケミカル物流営業本部長

取締役(兼)執行役員
安全環境担当
(兼)健康推進室長

森本 康司 取締役(兼)執行役員
安全環境担当
(兼)健康推進室長
(兼)人材開発部長

取締役(兼)執行役員
ケミカル物流営業本部長

菅野 正人 取締役(兼)執行役員
国際物流事業本部長
(兼)国際物流第１事業本部長

取締役
（兼）東京納品代行㈱
　　　代表取締役社長

村本 満 取締役(兼)常務執行役員
生産管理本部長
(兼)自動車事業担当
(兼)東京納品代行㈱
　　　代表取締役社長

取締役
（兼）SENKO BUSINESS SUPPORT㈱
　　　代表取締役社長

遠山 泰 取締役(兼)執行役員
総務･経営管理担当
(兼）SENKO BUSINESS SUPPORT㈱
　　　代表取締役社長

センコー商事㈱
代表取締役社長退任
（平成21年６月上旬、センコー商事㈱
　株主総会終了後）

伊藤 忠雄 センコー商事㈱
代表取締役社長

センコー情報システム㈱
代表取締役社長退任
（平成21年5月下旬、センコー情報シ
ステム㈱株主総会終了後）
　ロジ･ソリューション㈱顧問
　（センコー情報システム㈱代表取締
役社長退任後）

後藤 和男 センコー情報システム㈱
代表取締役社長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

専務執行役員
国際物流事業本部長

田中 増雄 常務執行役員
ロジスティクス営業本部長

常務執行役員
生産管理本部副本部長

山中 一裕 執行役員
北海道・東北地区担当

執行役員
人事担当
(兼)人材開発グループ長
(兼)センコー情報システム㈱
　　　代表取締役社長
（平成21年5月下旬、センコー情報シ
ステム㈱株主総会終了後）

川瀬 由洋 執行役員
人事部長

執行役員
東京主管支店長
(兼)南関東業務センター長

尾池 和昭 執行役員
東京主管支店長

執行役員
大阪主管支店長

山本 隆志 執行役員
埼玉主管支店長

執行役員
名古屋主管支店長
(兼)中部業務センター長

白木 健一 常務理事
名古屋主管支店長

執行役員
住宅物流営業本部長
(兼)住宅物流第２営業部長

大迫 友行 常務理事
住宅物流営業本部副本部長

執行役員
京滋主管支店長

宮津 純二 常務理事
山口支店長
(兼)山陽センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

執行役員
ロジスティクス営業本部副本部長

米司 博 常務理事
ロジスティクス営業本部副本部長
(兼)チェーンストア物流営業部長

執行役員
海運部長

谷口 玲 常務理事
海運部長

執行役員
札幌主管支店長
(兼)札幌南支店長

多田 政美 常務理事
札幌南支店長
(兼)札幌支店長

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

佐々木 信郎 常務理事
社長室長
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Ⅲ.人事について

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
生産管理本部
自動車事業管理部長

戸倉 尚 生産管理本部
自動車事業管理部長

常務理事
生産管理本部
倉庫事業管理部長

橋本 博 生産管理本部
倉庫事業管理部長

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

川崎 寛治 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
ロジスティクス営業本部
アパレル物流営業部長

村尾 進一 ロジスティクス営業本部
アパレル物流営業部長

常務理事
ロジスティクス営業本部
中部営業部長

池辺 武雄 ロジスティクス営業本部
中部営業部長

常務理事
（出）南九州センコー㈱
　　　代表取締役社長
　　　(兼)福岡センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

後藤 邦彦 （出）南九州センコー㈱
　　　代表取締役社長

常務理事
（出）センコー情報システム㈱
　　　取締役
　　　(兼)ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

小笠原 雅明 （出）センコー情報システム㈱
　　　取締役
　　　(兼)ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名
常務理事
監査室長
　(兼)監査グループ長

松原 圭治 常務理事
ＣＳＲ推進部長

センコーエーラインアマノ㈱
　代表取締役社長

川端 治 常務理事
事業開発本部副本部長
(兼)センコーエーラインアマノ㈱
　　　代表取締役社長

監査役付部長 岡本 克美 常務理事
監査室長

山陽センコー運輸㈱
代表取締役社長

黒岩 典行 常務理事
南九州支店長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

監査室
ＣＳＲ推進グループ長

古屋 浩一 ＣＳＲ推進部

ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流営業部長

横山 勉 ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流営業部

東京主管支店副支店長 中道 良二 東京主管支店

三重支店長
(兼)三重センコーロジ㈱
　　　代表取締役社長

伊藤 裕之 京滋主管支店

京滋主管支店副支店長 伊藤 知彦 京滋南支店

岡山支店副支店長
(兼)岡山センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

鶴井 雅士 仙台主管支店

南九州支店長 岡田 幸三 南九州支店副支店長

（出）センコー情報システム㈱
　　　　東日本ｾﾝｺｰｼｽﾃﾑ事業部長

濱口 三佐夫 （出）センコー情報システム㈱

（出）センコー情報システム㈱
　　　　技術･品質保証部長

松井 聡 （出）センコー情報システム㈱

（出）ロジ･ソリューション㈱
　３ＰＬ事業部　ケミカル物流部長

奈須 光紀 （出）ロジ･ソリューション㈱

社長室
営業企画グループ長

上田 良範 ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流営業部

ケミカル物流営業本部
ケミカル物流第３営業部長

井澤 公男 ケミカル物流営業本部
生活関連物流営業部

埼玉主管支店副支店長 野口 広己 埼玉主管支店

静岡西支店長
(兼)大東センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

水上 博喜 静岡西支店

名古屋主管支店副支店長 酒井 俊二 岡山支店

小牧支店長 長友 孝司 社長室

国際物流事業本部
国際物流第１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

国際物流事業本部
国際物流第２事業部長

藤原 昭喜 国際物流事業本部
国際物流第２事業部
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営管理担当付
中計担当部長

小久保 悟 広報部長

安全環境担当付
関東ＣＳ･安全担当部長

岡部 忠温 三重支店長
(兼)三重センコーロジ㈱
　　　代表取締役社長

安全環境担当付
関東ＣＳ･安全担当部長

杉田 清 生産管理本部
ＣＳ推進室長
（兼）関東担当部長
（兼）安全環境管理部
　　　安全環境南関東センター

　　安全担当
安全環境担当付
中部ＣＳ･安全担当部長

前田 一廣 生産管理本部
ＣＳ推進室
　中部担当部長

安全環境担当付
関西ＣＳ･安全担当部長

今田 克英 阪神支店長

人事部長
(兼)人事グループ長
(兼)労務グループ長

嘉永 良樹 広島支店長

住宅物流営業本部
本部長付部長

伊藤 明範 住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

住宅物流営業本部
住宅物流営業開発部長

中村 善彦 住宅物流営業本部
住宅物流第４営業部長

ロジスティクス営業本部
本部長付部長

小林 光幸 ロジスティクス営業本部
新潟・福島担当部長

ロジスティクス営業本部
関西営業部長

河野 誠司 ケミカル物流営業本部
生活関連物流営業部長
(兼)ケミカル物流第１営業部

ロジスティクス営業本部
九州営業部長
(兼)安全環境担当付
　　　九州ＣＳ･安全担当部長

倉住 雅人 ロジスティクス営業本部
　九州営業部長
(兼)ＣＳ推進室九州担当部長

東東京支店長
(兼)センコーファッション物流㈱
　　　代表取締役社長

小林 治彦 東京主管支店副支店長
(兼)センコーファッション物流㈱
　　　代表取締役社長

神奈川支店長 内本 隆造 神奈川支店長
(兼)神奈川センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

京滋主管支店
主管支店長付部長

溝江 澄夫 （出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　代表取締役社長

阪神支店長 古屋敷 芳弘 静岡西支店長
(兼)大東センコーアポロ㈱
　　　代表取締役社長

岡山支店長 河合 利広 倉敷支店長
(兼)岡山支店長

山口支店長 上村 祐司 生産管理本部
労務部長

7



新役職名 氏 名 旧役職名

（復）ロジスティクス営業本部
　　　九州営業部　部長付部長

村上 幾男 （出）福岡センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

国際物流事業本部
本部長付部長

和泉 徳治 国際物流事業本部
国際物流第２事業部長

（出）神奈川センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

霜村 裕 小牧支店長

（出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　代表取締役社長

中嶋 克樹 ケミカル物流営業本部
化学品物流営業部長

（出）㈱クレフィール湖東
　　　代表取締役社長

下山 敏英 事業開発本部
クレフィール湖東営業担当部長
(兼)㈱クレフィール湖東
　　　　代表取締役社長

（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　常務取締役

奥村 康夫 住宅物流営業本部
　住宅物流第３営業部長

（復）広島支店長
(兼)三協貨物㈱
　　代表取締役社長

新田 浩隆 （出）三協貨物㈱
　　　代表取締役社長

（　問合せ先　）

セ 　ン 　コ 　ー 　株 　式 　会　 社

総 務 部 長  　鷲　　田　　正　　己

 ℡  ０６（６４４０）５１５５
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