
平成24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．中国事業への展開について

(1) 拡大する中国ビジネスに対し、中国現地法人への営業支援、業務改善支援及び
会社全体の総務・法務事項をはじめ、人事、経理、財務等の全般的な経営面での
サポートを行うべく、総務部内に「中国事務所」を設置する。

(2) これに伴い、「中国事務所担当」を設置するとともに、「法務担当」を
「総務担当」に名称変更し、「中国事務所担当」を兼務する。

(3) 生産管理本部内の「中国瀋陽プロジェクト」を発展的解消し、国際物流事業本部内の
「（中国）華北地区担当」に移管する。

　２．グループ安全品質体制の見直しについて

顧客の厚い信頼を得続けるために、グループ全体の品質向上を目指し、
「安全環境担当」を「安全品質環境担当」に名称変更する。
それに伴い、担当役員付部長の「ＣＳ・安全担当」を「ＣＳ・品質担当」に
名称変更する。

　３．本社管理部門、営業部門の組織改正について

(1) 過去事例を整理し、円滑な新規拠点・新規業務の立上げに活かすことを目的に、社長室内に
「ヒストリカルリスク管理担当」を設置する。

(2) 住宅物流営業本部の組織改正
「住宅物流大阪営業部」と「住宅物流東京営業部」とを統合し、「住宅物流営業部」、
「住設・建材営業部」の２部体制に改正する。

(3) ケミカル物流営業本部の組織改正
メディカル物流の拡大をめざし、ケミカル物流営業本部内に「メディカル物流営業部」
を設置し、３部体制に改正する。

(4) 「百貨店物流営業部」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

取締役(兼)常務執行役員
生産管理本部　副本部長
（兼）経営管理担当

田中 健悟 取締役(兼)常務執行役員
生産管理本部　副本部長

取締役(兼)常務執行役員
関東主管支店長

山中 一裕 取締役(兼)常務執行役員
関東主管支店長
（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　代表取締役社長

取締役（兼）執行役員
安全品質環境担当

森本 康司 取締役（兼）執行役員
安全環境担当
（兼）安全環境管理部長
（兼）安全管理グループ長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
京滋主管支店長

宮津 純二 執行役員
京滋主管支店長

常務執行役員
百貨店物流担当
（兼）東京納品代行㈱
　　代表取締役社長

大迫 友行 執行役員
百貨店物流担当
（兼）東京納品代行㈱
　　代表取締役社長

執行役員
茨城支店長

川崎 寛治 常務理事
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

執行役員
静岡主管支店長

前田 龍宏 常務理事
静岡主管支店長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）住宅物流営業部長

白木 健一 執行役員
住宅物流営業本部長

執行役員
岡山主管支店長

室崎 行雄 執行役員
経営管理担当
（兼）経営管理部
　　関係会社管理グループ長

執行役員
関東主管支店　副主管支店長
（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

鶴留 和治 執行役員
関東主管支店　副主管支店長
（兼）茨城支店長

執行役員
ケミカル物流営業本部長
（兼）ケミカル物流第２営業部長

伊藤 彰 執行役員
ケミカル物流営業本部長

執行役員
総務担当
（兼）中国事務所担当

瑠璃垣 潔 執行役員
法務担当

《執行役員退任関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員退任
（転籍）大阪センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

滋野 善夫 執行役員
生産管理本部
　　中国瀋陽プロジェクト長
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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
安全環境管理部長
（兼）環境推進グループ長

鷲田 正己 総務部長
（兼）総務グループ長

常務理事
（出）ロジ･ソリューション㈱
　　　　コンサル第１部長

藤田 浩二 （出）ロジ・ソリューション㈱
　　　　コンサル第１部長

常務理事
（出）㈱センコー引越プラザ
　　代表取締役社長
（兼）イヌイ運送㈱
　　代表取締役社長

霜村 裕 （出）㈱センコー引越プラザ
　　代表取締役社長
（兼）イヌイ運送㈱
　　代表取締役社長

常務理事
（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　代表取締役社長

篠原 信治 （出）センコーエーラインアマノ㈱
　　代表取締役社長

常務理事
（出）東京納品代行西日本㈱
　　代表取締役社長

伊崎 繁富 （出）東京納品代行西日本㈱
　　代表取締役社長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
人事部長

嘉永 良樹 常務理事
人事部長
（兼）人事グループ長
（兼）労務グループ長

常務理事
生産管理本部
　　事業開発部長

戸倉 尚 常務理事
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
　　生産管理部長
（兼）自動車事業管理部長

野村 康則 常務理事
生産管理本部
　　生産管理部長

常務理事
住宅物流営業本部
　　住宅物流営業部　大阪担当部長
（兼）SENKO LOGISTICS AUSTRALIA PTY LTD.
　　代表取締役社長

松井 剛士 常務理事
住宅物流営業本部
　　住宅物流大阪営業部長
（兼）SENKO LOGISTICS AUSTRALIA PTY LTD.
　代表取締役社長

常務理事
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

河合 利広 常務理事
岡山主管支店長
（兼）岡山センコー運輸㈱
　代表取締役社長

常務理事
九州主管支店長
（兼）九州業務センター長

後藤 邦彦 常務理事
九州主管支店長
（兼）九州業務センター長
（兼）福岡センコー運輸㈱
　代表取締役社長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営管理部
　　関係会社管理グループ長

初村 美宏 経営管理部

人事部
　　労務グループ長

仲林 謙治 人事部

ケミカル物流営業本部
　　ケミカル物流第２営業部　副部長

藤村 新志 ケミカル物流営業本部
　　ケミカル物流第１営業部

ロジスティクス営業本部
　　チェーンストア物流営業部　副部長

権藤 勉 ロジスティクス営業本部
　　チェーンストア物流営業部

ロジスティクス営業本部
　　チェーンストア物流営業部　副部長

黒木 靖哉 関東主管支店

ロジスティクス営業本部
　　関東営業部　副部長

十河 一郎 ロジスティクス営業本部
　　関西営業部

ロジスティクス営業本部
　　関西営業部　副部長

片岡 哲也 ロジスティクス営業本部
　　関東営業部

柏支店長 山根 資久 柏支店

東京主管支店　副支店長 宮地 則彦 東京主管支店

京滋主管支店　副支店長
（兼）京滋業務センター長

森田 裕嗣 京滋主管支店

南九州支店　副支店長 茂 秀樹 南九州支店

（出）ロジ･ソリューション㈱
　　コンサル第４部長

中谷 祐治 （出）ロジ･ソリューション㈱

（出）ロジ･ソリューション㈱
　　コンサル第６部長

戸井田 修 （出）ロジ･ソリューション㈱

（出）関東センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

鳥居 健一 名古屋主管支店

（出）柏センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

久保 潤 人事部

（出）東海センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

細見 和正 ロジスティクス営業本部

（出）阪神センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

八巻 達也 通運部

（出）岡山センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

伊達 真一 千葉支店

（出）福岡センコー運輸㈱
　　代表取締役社長
　　　※株主総会終了後

高橋 亮治 九州主管支店
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

社長室
　　ヒストリカルリスク管理担当部長

松岡 弘樹 関西業務センター長

総務部長
（兼）総務グループ長
（兼）法務グループ長

竹谷 聡 総務部
　　法務グループ長

総務部
　　中国事務所長

横田 秀満 国際物流事業本部
　　国際物流事業本部長付中国担当

人事部
　　人事グループ長

碇山 将士 京滋業務センター長

安全環境管理部
　　安全管理グループ長

伊藤 隆巳 安全環境管理部
　　環境推進グループ長

安全環境管理部
　　健康推進グループ長

廣瀬 孝良 ロジスティクス営業本部
　　国際物流営業部大阪担当部長

関東ＣＳ・品質担当部長 安藤 里己 安全環境管理部
　　南関東ＣＳ・安全担当

中部・関西ＣＳ・品質担当部長 岩村 康夫 住宅物流営業本部
　　付担当部長

中国・九州ＣＳ・品質担当部長 岡元 達徳 安全環境管理部
　　岡山・九州ＣＳ・安全担当

（復）監査室
　　ＣＳＲ推進グループ長

表 卓哉 （出）阪神センコー運輸㈱
　　代表取締役社長

生産管理本部
　　副本部長付部長

伊藤 明範 安全環境管理部
　　健康推進グループ長

住宅物流営業本部
　　本部長付部長

上村 和夫 ロジスティクス営業本部
　　中部営業部長

住宅物流営業本部
　　住宅物流営業部　東京担当部長

奥村 康夫 住宅物流営業本部
　　住宅物流東京営業部長

住宅物流営業本部
　　住設・建材営業部長

吉田 聡 住宅物流営業本部
　　建材物流営業部長

ケミカル物流営業本部
　　メディカル物流営業部長

井澤 公男 ケミカル物流営業本部
　　ケミカル物流第２営業部長

ロジスティクス営業本部
　　中部営業部長

中道 良二 東京主管支店
　　副支店長

百貨店物流営業部長 浦野 雅夫 生産管理本部
　　事業開発部長
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新役職名 氏 名 旧役職名

埼玉南支店長 髭 幸治 南大阪支店長

関西業務センター長 古屋 浩一 監査室
　　ＣＳＲ推進グループ長

南大阪支店長 森口 嘉久 埼玉南支店長

（出）センコー商事㈱
　　取締役
　　　※株主総会終了後

沓内 哲二 （出）東海センコー運輸㈱
　　代表取締役社長

野田センコーロジサービス㈱
　　専務取締役
　　　※株主総会終了後

山中 健司 関東センコー運輸㈱
　　代表取締役社長

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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