
　２０２０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.センコーグループホールディングス㈱　２０２０年４月１日付機構改正について

　１．センコーグループホールディングス㈱の担当役員について

(1) 『商事貿易事業担当』を『商事事業担当』に名称変更

・

　２．センコーグループホールディングス㈱の各部機構について

(1) 経営戦略室『管理グループ』を『経営管理グループ』に名称変更

・

(2) 『財務経理本部』の設置

・

・

・

・

(3) 広報室『広報グループ』、『ＩＲグループ』の新設

・

(4) ライフサポート事業推進本部『事業戦略推進部』の設置

・
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機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

記

貿易事業拡大のために設立する新会社(㈱SENKO International Trading）をセンコー㈱国際物流事
業本部が管轄することに伴い、『商事貿易事業担当』を『商事事業担当』へ改称する。

財務経理本部は、『財務部』、新たに設置する『経理部』及び『関係会社管理部』を管轄する。

中期経営計画必達のため、センコーグループ全体の計数管理や統計データの分析、中期経営計画の
ローリング等を担う『管理グループ』を『経営管理グループ』に改称し、併せて強化を図る。

新たに『財務経理本部』を設置し、ホールディングスの財務・経理機能を強化することにより、センコーグ
ループ全体の会計・税務・決算能力の充実を図る。

経理部にセンコーグループ全体の連結決算・会計指導、内部統制支援等を担う『経理グループ』及び、
センコーグループ全体の税務申告・調査、税務政策等を担う『税務グループ』を設置する。

関係会社統括及び海外統括機能の強化のために、センコー㈱経営管理部『関係会社管理グループ』を
ホールディングスに移管し、財務経理本部『関係会社管理部』とする。なお、関係会社管理部に『海外統
括担当』を設置する。

センコーグループブランドの浸透を進め、企業イメージを高めるため、広報室に『広報グループ』と『ＩＲグ
ループ』を設置する。

戦略立案から案件対応運用までを一体となって推進するために、ライフサポート事業推進本部『事業企
画室』と『事業運営推進部』を統合し、『事業戦略推進部』を新設する。
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(5) 『ビジネスサポート事業推進本部』について

・

・

　３．グループ会社について

(1) 『㈱光輝』の事業再編

・

・

センコーグループ内の保険事業を統合し効率的な運営と更なる事業拡大を図るため、『㈱光輝』の営む
保険代理店事業を『㈱センコー保険サービス』に譲渡する。

不動産事業を牽引する部署としての役割を明確化するため、『不動産事業部』を『不動産事業推進部』
に改称する。

センコーグループ内の資産効率向上を図るため、保険代理店事業を譲渡後の『㈱光輝』を『㈱ランテッ
ク』が吸収合併する。

センコーグループ及び一般企業への国内外の人材派遣事業拡充及びコンプライアンス遵守体制強化
のため、ビジネスサポート事業推進本部に『人材派遣事業推進部』を新設する。
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Ⅱ.センコー㈱　２０２０年４月１日付機構改正について

　１．本社機構について

(1) 管理機構について

 １） 経営管理部『関係会社管理グループ』の廃止

・

 ２） 事業政策推進本部『ＤＸ推進部』『長距離輸送事業推進部』の設置

・

・

(2) 営業機構について

 １） 『マテリアル物流営業本部』の設置

・

・

・

・

 ２） 『ロジスティクス営業本部』内組織の再編について 

・

・

・

グループ会社統括担当窓口である、経営管理部『関係会社管理グループ』を廃止し、その機能を新設
するセンコーグループホールディングス㈱財務経理本部『関係会社管理部』に移管する。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）対応基幹システムの再構築と業務標準化を推進する為、事業政
策推進本部に『ＤＸ推進部』を設置する。

ＲＯＲＯ船及びフェリー船舶を活用した、新たな輸送ルートの開発・幹線輸送に対するハブ機能の拡充
のため、事業政策推進本部に『長距離輸送事業推進部』を設置する。

『マテリアル物流営業本部』設置に伴い、『ケミカル物流営業本部』は『ケミカル物流営業部』に、『住宅
物流営業本部』は『住宅物流営業部』に名称変更し、『マテリアル物流営業本部』が所管する。

『ケミカル物流営業本部』と『住宅物流営業本部』を統合し『マテリアル物流営業本部』を設置する。住
宅関連とケミカル関連の事業を併せ持つ顧客に対し、窓口を一元化することにより、顧客サービスの向
上を図ると共に、間接部門の効率化と生産部門との機能分担の明確化を図る。また、メーカーにおける
原材料や中間材調達の分野を川上物流で一元化し、営業戦略に特化した部門として、生産部門による

住宅物流営業本部『住宅物流第1営業部』『住宅物流第2営業部』『住設・建材営業部』は廃止再編し、
住宅物流営業部に『第1グループ』『第2グループ』『第3グループ』を設置する。

ロジスティクス営業本部『関東営業部』を『東日本営業部』、関西営業部を『西日本営業部』へ名称を変
更する。

を併せ持つことで、全体最適化を図る。

ロジスティクス営業本部『中部営業部』と『九州営業部』は発展的に解消し、それぞれの部門を営業窓口
としていた広域顧客は『東日本営業部』『西日本営業部』に移管し、地域マーケットに密着した顧客につ
いては、機動力を持った営業活動を推進するため、生産部門である各主管支店へ営業窓口を移管す
る。営業人材を生産部門へシフトすることにより、従来の生産部門活動に加え、営業部門としての機能

ロジスティクス営業本部『チェーンストア物流第1営業部』と『チェーンストア物流第2営業
部』を統合し『チェーンストア物流営業部』を設置し組織の強化と効率化を図る。

顧客対応を戦略的にサポートする。

ケミカル物流営業本部『ケミカル物流営業部』『成形加工品物流営業部』『メディカル物流営業部』は廃
止再編し、ケミカル物流営業部に『第1グループ』『第2グループ』『第3グループ』を設置する。
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　２．支店機構について

(1) 『仙台北支店』の廃止

・

(2) 『阪神主管支店』『阪神業務センター』の設置

・

・

・

(3) 国際物流事業本部『東アジアエリア事業担当（中国・韓国）』の設置

・

(4)

・

(5)

・

　３．グループ会社について

(1) 『東京納品代行㈱』と『センコーファッション物流㈱』の統合

・ 高い現場力を有する『センコーファッション物流㈱』を、ファッション物流業界において高いブランド力を
持つ『東京納品代行㈱』に吸収合併することで、一体経営によるＣＳ向上を図る。

『阪神業務センター』を設置し、『阪神主管支店』『北大阪支店』の管理業務を担務すると共に、近畿エリ
ア北部・西部の商圏拡大に向け所管拠点の管理機能強化と、効率化を推進する。

近畿エリアのさらなる深耕を図る為、『大阪主管支店』の所管から『阪神支店』と『北大阪支店』を切り出
し、『阪神支店』を『阪神主管支店』に名称変更すると共に『北大阪支店』を所管する。

『大阪主管支店』所管の拠点は近畿エリア東部・南部、『阪神主管支店』所管の拠点は近畿エリア北部・
西部のさらなる拠点拡大を図る。

『センコー・フォワーディング㈱』の設立、及び国際物流事業本部『国際フォワーディング・通関事業部』の事
業分割承継

国際環境の変化に機敏に即応できる体制を構築するとともに、海外フォワーダーと連携したグローバル
ネットワーク強化を図るため、国際物流事業本部『国際フォワーディング・通関事業部』、神奈川支店『横
浜営業所』、名古屋主管支店『名古屋営業所』、阪神支店『国際大阪営業所』『国際神戸営業所』のフォ
ワーディング事業及び通関事業等を、新たに設立する『センコー・フォワーディング㈱』に分割承継し、
『国際フォワーディング・通関事業部』は発展的に解消する。

組織の効率化を図るため、『仙台北支店』を『東北主管支店』に統合し、発展的に解消する。

『㈱SENKO International Trading』の設立、及び国際物流事業本部『貿易部』の事業分割承継

貿易事業に適した人材を確保し、センコーグループにおける貿易事業領域確立の核とするため、国際
物流事業本部『貿易部』の全事業を、新たに設立する『㈱SENKO International Trading』に分割承継
し、『貿易部』は発展的に解消する。

東アジアエリアにおける物流事業の一体運営で営業力強化と効率化を図るため、国際物流事業本部
『中国エリア事業担当』と『韓国エリア事業担当』を統合し、『東アジアエリア事業担当（中国・韓国）』を
設置する。
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Ⅲ.センコーグループホールディングス㈱の役員人事について

《取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

取締役常務執行役員
財務担当
（兼）財務経理本部長

（退任）センコー㈱
　　　　　 取締役常務執行役員

※（センコー㈱株主総会終了後）

上中 正敦 取締役常務執行役員
財務担当
（兼）センコー㈱
　　　　取締役常務執行役員
　　　　　経営管理担当

取締役
商事事業担当
（兼）センコー商事㈱
　　　 代表取締役社長

米司 博 取締役
商事貿易事業担当
（兼）センコー商事㈱
　　　 代表取締役社長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
管理本部長
（兼）総務部長
（兼）センコー健康保険組合　理事長

竹谷 聡 常務執行役員
管理本部長
（兼）総務部長
（兼）総務グループ長
（兼）センコー健康保険組合　理事長

執行役員
ビジネスサポート事業推進本部　副本部長
（兼）企画管理部長
（兼）センコー不動産㈱
　　　 代表取締役社長

篠原 信治 執行役員
ビジネスサポート事業推進本部　副本部長
（兼）センコー不動産㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
ライフサポート事業推進本部
事業戦略推進部長

増田 康裕 執行役員
ライフサポート事業推進本部
事業企画室長
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Ⅳ.センコーグループホールディングス㈱の人事について

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
管理本部
人材教育部長

秋山 政泰 管理本部
人材教育部長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
経営戦略本部
経営戦略室長

新田 浩隆 常務理事
経営戦略本部
経営戦略室長
（兼）管理グループ長

常務理事
広報室長
（兼）広報グループ長

吉村 伸三 常務理事
広報室長

常務理事
財務経理本部
関係会社管理部長

池内 克年 常務理事
財務担当付部長

常務理事
ビジネスサポート事業推進本部
不動産事業推進部長

霜村 裕 常務理事
ビジネスサポート事業推進本部
不動産事業部長

常務理事
財務経理本部
財務部長
（兼）経理部長
（兼）経理グループ長
（兼）税務グループ長

高畠 勇二 常務理事
財務部長
（兼）ビジネスサポート事業推進本部
　　　 企画管理部長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

管理本部
総務部
総務グループ長

橋口 充一郎 管理本部
総務部
総務グループ

広報室
ＩＲグループ長

西村 俊昭 センコー㈱
関東業務センター

ライフサポート事業推進本部
リビングサービス事業推進部長
（兼）㈱センコーリビングプラザ
　　　　　 代表取締役社長

田熊 勝則 ライフサポート事業推進本部
リビングサービス事業推進部

ライフサポート事業推進本部
ライフサービス事業推進部
担当部長
（兼）㈱ビーナス
　　　　  取締役　経営企画部長

山田 博行 ㈱ビーナス

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部
経営戦略室
経営管理グループ長

清藤 竜信 センコー㈱
経営管理部
経営管理グループ長

経営戦略本部
経営研究所長付部長

髙見澤 博之 経営戦略本部長付部長

財務経理本部
関係会社管理部
海外統括担当部長

山本 宏 センコー㈱
国際物流事業本部
企画管理部長

　２０１９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。

ライフサポート事業推進本部
事業戦略推進部
担当部長

太田 勝久 ライフサポート事業推進本部
事業運営推進部長

ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部長
（兼）サムライファーム西都㈱
　　　 代表取締役社長

重岡 勇治 ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部長付部長

是沢 可人 ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部長付部長
（兼）サムライファーム西都㈱
　　　　代表取締役社長

ビジネスサポート事業推進本部
不動産事業推進部長付部長

多田 政美 ビジネスサポート事業推進本部
不動産事業部長付部長

ビジネスサポート事業推進本部
人材派遣事業推進部長

伊藤 明範 Ｓ-ＴＡＦＦ㈱
 代表取締役社長
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Ⅴ.センコー㈱の役員人事について

《取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

取締役専務執行役員
経営管理担当
（兼）安全品質環境担当
（兼）全国配送ネットワーク構築担当
（兼）事業政策推進本部長
（兼）ＤＸ推進部長

杉本 健司 取締役常務執行役員
事業政策推進本部長
（兼）安全品質環境担当
（兼）全国配送ネットワーク構築担当

センコーグループホールディングス㈱
取締役常務執行役員
財務担当
（兼）財務経理本部長
　
（退任）取締役常務執行役員

※（株主総会終了後）

上中 正敦 取締役常務執行役員
経営管理担当
（兼）センコーグループホールディングス㈱
　　　取締役常務執行役員
　　　財務担当

《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

　２０１９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。

執行役員
岡山主管支店長

井澤 公男 常務理事
安全品質環境管理部長
（兼）環境推進グループ長

執行役員
㈱ランテック
 常務取締役

舛元 健了 常務理事
㈱ランテック
 常務取締役

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
名古屋主管支店長

池辺 武雄 常務執行役員
名古屋主管支店長
（兼）中部業務センター長

執行役員
マテリアル物流営業本部長
（兼）ケミカル物流営業部長

河野 誠司 執行役員
ケミカル物流営業本部長
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
東京納品代行㈱
 代表取締役社長

伊藤 裕之 執行役員
東京納品代行㈱
 代表取締役社長
（兼）センコーファッション物流㈱
　　　 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

小林 治彦 執行役員
ロジスティクス営業本部　副本部長
（兼）ファッション物流営業部長

執行役員
マテリアル物流営業本部　副本部長
（兼）住宅物流営業部長

田中 正志 執行役員
住宅物流営業本部長

執行役員
東北主管支店長

髭 幸治 執行役員
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長

執行役員
阪神主管支店長

田中 聡 執行役員
阪神支店長

（退任）執行役員
アスト㈱
執行役員物流本部長

室﨑 行雄 執行役員
岡山主管支店長

《関係会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

栄吉海運㈱
相談役

※（株主総会終了後）

伏原 直 栄吉海運㈱
 代表取締役社長
（兼）東栄汽船㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）栄吉曳船㈱
　　　　代表取締役社長
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Ⅵ.センコー㈱の人事について

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
南九州センコー㈱
 代表取締役社長

野口 広己 南九州センコー㈱
 代表取締役社長

常務理事
安全品質環境管理部長
（兼）環境推進グループ長

仲林 謙治 人事部
労務グループ長

常務理事
国際物流事業本部
グローバル戦略部長

尾崎 重光 国際物流事業本部
グローバル戦略部
担当部長

常務理事
関西業務センター長

桑山 雅樹 関西業務センター長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
国際物流事業本部
企画管理部長

白須賀 拓也 常務理事
ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流第１営業部長

常務理事
ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流営業部長

杉本 真彦 常務理事
ロジスティクス営業本部
ＳＣＭ担当部長

常務理事
経営管理部長
（兼）経理グループ長

久保 潤 常務理事
経営管理部長
（兼）経理グループ長
（兼）関係会社管理グループ長

常務理事
国際物流事業本部　副本部長
（兼）センコー・フォワーディング㈱
　　　 代表取締役社長

高橋 健二 常務理事
国際物流事業本部　副本部長
（兼）グローバル戦略部長
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
国際物流事業本部
東アジアエリア事業担当部長
（兼）瀋陽扇拡物流有限公司　董事長
（兼）青島扇拡物流有限公司　董事長
（兼）中外運扇拡国際冷鏈物流有限公司
　　　副董事長
（兼）扇拡物流有限公司　董事長
（兼）上海扇拡国際貨運有限公司　董事長
（兼）広州扇拡物流有限公司　董事長

岡田 久米男 常務理事
国際物流事業本部
中国エリア事業担当部長
（兼）瀋陽扇拡物流有限公司　董事長
（兼）青島扇拡物流有限公司　董事長
（兼）中外運扇拡国際冷鏈物流有限公司
　　　副董事長
（兼）扇拡物流有限公司　董事長
（兼）上海扇拡国際貨運有限公司　董事長
（兼）広州扇拡物流有限公司　董事長

常務理事
国際物流事業本部
グローバル戦略部
担当部長

藤原 昭喜 常務理事
国際物流事業本部
韓国エリア事業担当部長
（兼）NH-SENKO Logistics Co.,Ltd.
　　　 代表取締役社長

常務理事
埼玉主管支店　副主管支店長

丸山 和晃 常務理事
埼玉主管支店　副支店長
（兼）埼玉南センコーロジ㈱
　　　 代表取締役社長

常務理事
マテリアル物流営業本部
ケミカル物流営業部
第1グループ長

藤村 新志 常務理事
ケミカル物流営業本部
成形加工品物流営業部長

常務理事
㈱SENKO International Trading
 代表取締役社長

増田 和紀 常務理事
国際物流事業本部
貿易部長
（兼）化学品・電子材料貿易グループ長
（兼）商流・物流一体化ビジネスグループ長

常務理事
栄吉海運㈱
 代表取締役社長
（兼）東栄汽船㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）栄吉曳船㈱
　　　　代表取締役社長

※（株主総会終了後）

小路 敏之 常務理事
センコー商事㈱
 常務取締役
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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
経営管理グループ長

小野 義人 ロジスティクス営業本部
関東営業部

南関東業務センター長 斎藤 剛 センコーグループホールディングス㈱
経営戦略本部
経営戦略室

阪神業務センター長 山本 伸一 阪神支店
尼崎ＰＤセンター長

広島支店長 桂 宏一 広島支店
副支店長

埼玉南センコーロジ㈱
 代表取締役社長

坂口 宏司 埼玉南支店
戸田第２ＰＤセンター長

大東センコーアポロ㈱
 代表取締役社長

安藤 勉 静岡支店
静岡営業所長

滋賀センコー運輸整備㈱
 代表取締役社長

大塚 隆司 埼玉北支店
副支店長

㈱SENKO　International　Trading
 商流・物流一体化ビジネス部長

斎藤 真二 国際物流事業本部
貿易部

福岡センコー運輸㈱
　代表取締役社長

末松 毅 九州主管支店
福岡ＰＤセンター長

㈱ライフイート
 常務取締役
 経営管理担当

一丁田 誠 ㈱ライフイート
 取締役
 経営管理担当
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

人事部
労務グループ長

人見 浩司 南関東業務センター長

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ長
（兼）中部・関西ＣＳ・品質担当

表 卓哉 安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ長

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
関東ＣＳ・品質担当

沓内 哲二 センコーグループホールディングス㈱
ライフサポート事業推進本部
リビングサービス事業推進部長
（兼）㈱センコーリビングプラザ
      代表取締役社長

事業政策推進本部
長距離輸送事業推進部長

殿村 英彦 東九州車輌支店長

マテリアル物流営業本部
ケミカル物流営業部
第2グループ長

森川 晃 ケミカル物流営業本部
ケミカル物流営業部長

マテリアル物流営業本部
ケミカル物流営業部
第3グループ長

茂木 康浩 ケミカル物流営業本部
メディカル物流営業部長

マテリアル物流営業本部
住宅物流営業部
第1グループ長

端村 幸雄 住宅物流営業本部
住宅物流第１営業部長

マテリアル物流営業本部
住宅物流営業部
第2グループ長

益田 真 住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

マテリアル物流営業本部
住宅物流営業部
第3グループ長

片元 隆夫 住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

ロジスティクス営業本部長付
東日本担当部長

田中 久敬 ロジスティクス営業本部長付
部長

ロジスティクス営業本部長付
西日本担当部長

十河 一郎 ロジスティクス営業本部
関西営業部長

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

山根 資久 ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流第２営業部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部長

赤堀 裕 ロジスティクス営業本部
ＳＣＭ担当部長

ロジスティクス営業本部
東日本営業部長

宮本 昌幸 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
西日本営業部長

田村 哲也 ロジスティクス営業本部
中部営業部長

ロジスティクス営業本部
西日本営業部　副部長

吉川 直宏 ロジスティクス営業本部
ＳＣＭ関西担当部長

静岡支店長 渡部 正樹 静岡支店長
（兼）大東センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

中部業務センター長 権藤 勉 ロジスティクス営業本部
九州営業部長

東九州車輌支店長 椎原 真也 広島支店長
（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

南大阪センコー運輸整備㈱
 代表取締役社長

雪竹 謙一 滋賀センコー運輸整備㈱
 代表取締役社長

山陽センコー運輸㈱
 代表取締役社長

水上 博喜 福岡センコー運輸㈱
 代表取締役社長

センコー・フォワーディング㈱
 専務取締役

原 淳 国際物流事業本部
国際フォワーディング・通関事業部長

Ｓ-ＴＡＦＦ㈱
 代表取締役社長

寺下 一志 南大阪センコー運輸整備㈱
 代表取締役社長

（　問合せ先　）

センコーグループホールディングス株式会社
常　務　執 行 役 員　　管　理　本　部　長

竹　谷　　聡
℡　０３（６８６２）８８４０
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