
　２０２２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㈱　２０２２年４月１日付機構改正について

　１．本部機構について

(1) 経営戦略本部　ＩＴ推進部を『DX推進部』へ改称

(2) 管理本部の再編

１） 『サステナブル担当』および『サステナブル推進部』の設置

２） 『法務部』の設置

(3) ビジネスサポート事業推進本部の再編

１） 『人材派遣事業推進担当』の設置

① ビジネスサポート事業推進本部に『人材派遣事業推進担当』を新たに設置する。
② 人材派遣事業推進担当は、グループおよび一般企業への国内外の人材派遣事業を統括する。

２） 企画管理部の分割・再編

① 企画管理部は、『管理部』と『事業企画部』に分割・再編する。
② 管理部は、本部および管轄するグループ会社の経営管理、総務、人事業務を統括する。
③

法務機能強化と、海外を含むグループ各社のリスク情報収集体制の確立ならびにグループ内の法務教
育拡充・法務担当者育成を行うことで、グループ全体の法務機能向上を図るため、総務部の法務グ
ループを『法務部』に改称する。

事業企画部は、管轄するグループ会社の商品やサービスの棚卸・整理・外販の企画を行うと共に、
事業領域の拡大・強化を図るため、Ｍ＆Ａを推進する。

事業活動を通じて、地球規模の課題解決と持続可能な社会と経済成長の実現に向けた、サステナブル
経営を推進し、グループの中長期的な企業価値向上へとつなげていくため、管理本部に『サステナブル
担当』および『サステナブル推進部』を新たに設置する。

機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

2022年2月25日
各　　位

東京都江東区潮見二丁目８番１０号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センコーグループホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コード番号　９０６９）

ＩＴ推進部は、これまでのセンコーグループ全体の情報化戦略策定に加え、デジタル化を通して、ビジネ
スやサービスの変革を戦略的に推進し、競争優位性の獲得を図る部署に進化させるため、『DX推進部』
に改称する。

記
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Ⅱ.センコー㈱　２０２２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『経営企画グループ』の設置

・

 2） 人事部『人事・人材開発グループ』の設置

・

(2) 営業機構について

 １） 事業政策推進本部『自動車事業推進部』を『自動車運送事業推進部』に改称

・

 ２） ロジスティクス営業本部『営業戦略部』『リテール物流営業部』の設置

・

・ 『営業戦略部』の役割は以下の通り。
① 事業拡大・顧客開拓の営業戦略の策定。
② 物流不動産・最先端物流技術の調査と導入。
③ 物流グループのシナジー創出を図る企画立案。

・ 『リテール物流営業部』の役割は以下の通り。
①

② 多様化する小売業界の業態に合わせた対応の強化。

　２．支店機構について

(1) 『静岡支店』内５事業所の所管変更

・

物流関連の新規事業の創出、ならびに事業の安定成長を図るため、経営管理部内に『経営企画グルー
プ』を設置する。

人事部内の『人事グループ』を『人事・人材開発グループ』に名称を変更し、従来の人事業務に加え、
DX化に伴う新時代の物流事業運営に必要な能力・技術・技能の体得を組織的に実施するための人材
開発機能を担務する。

『チェーンストア物流営業部』からリテール物流営業を分割することによる、顧客特性に応じた細や
かな顧客対応の適時適正な実行。

事業政策推進本部『自動車事業推進部』は、自動車運送事業の全体政策推進という部門の役割を明
確にするため、『自動車運送事業推進部』に改称する。

静岡支店管轄の『静岡営業所』 『大東倉庫担当』 『三甲担当』 『中部物流センター』 『浜松ＰＤセン
ター』を名古屋主管支店管轄へ所管変更し、尾張三河地区における住宅物流網の再編を図る。
また、併せて静岡支店管轄の『大東センコーアポロ㈱』も名古屋主管支店管轄へと所管変更する。

ロジスティクス営業本部内に『営業戦略部』と『リテール物流営業部』を設置し、以下の役割を担務するこ
とで、より戦略的かつ細やかな顧客対応と判断の迅速化を図る。
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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

代表取締役社長
（兼）経営戦略本部長
（兼）センコー㈱
　　　取締役会長

福田 泰久 代表取締役社長
（兼）物流事業担当
（兼）経営戦略本部長
（兼）センコー㈱
　　　代表取締役社長

取締役常務執行役員
管理本部長

佐々木 信郎 取締役常務執行役員
ビジネスサポート事業推進本部長

取締役
冷凍冷蔵物流事業担当
（兼）㈱ランテック
　　　　 代表取締役社長

※定時株主総会終了後取締役就任予定

嘉永 良樹 ㈱ランテック
　 取締役副社長

取締役
物流事業担当
（兼）センコー㈱
　　　代表取締役社長
　　　（兼）人事担当

※定時株主総会終了後取締役就任予定

杉本 健司 センコー㈱
取締役専務執行役員
経営管理・人事担当
（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

㈱ランテック
　 取締役会長

（退任）取締役

※定時株主総会終了後取締役退任予定

山中 一裕 取締役
冷凍冷蔵物流事業担当
（兼）㈱ランテック
　　　　 代表取締役社長

寺内㈱
取締役会長

（退任）取締役常務執行役員

※定時株主総会終了後取締役退任予定

白木 健一 取締役常務執行役員
ライフサポート事業推進本部長
（兼）寺内㈱
　　　 取締役会長
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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
ライフサポート事業推進本部長
（兼）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　副本部長
（兼）事業戦略推進部長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
ビジネスサポート事業推進本部長
（兼）ロジ・ソリューション㈱
　　　取締役会長

藤田 浩二 常務執行役員
ロジ・ソリューション㈱
代表取締役社長

常務執行役員
社長付　特命担当
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　　　取締役会長
（兼）エヌディーシー㈱
　　　　　取締役会長

竹谷 聡 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

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

執行役員
文化・スポーツ推進担当
（兼）健康推進担当
（兼）センコー健康保険組合　理事長

森口 嘉久 執行役員
文化・スポーツ推進担当
（兼）健康推進担当
（兼）健康推進部長

執行役員
経営戦略本部　副本部長
経営戦略担当

長友 孝司 執行役員
経営戦略本部　副本部長
経営戦略担当
（兼）経営戦略室長

執行役員
管理本部　副本部長
サステナブル担当
（兼）サステナブル推進部長

山崎 真人 執行役員
センコー㈱
総務部長
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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
経営戦略本部
事業開発部長

初村 美宏 経営戦略本部
事業開発部長

《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
新サービス開発部　担当部長

髙玉 正明 常務理事
経営戦略本部
事業開発部　担当部長

常務理事
経営戦略本部
グループ管轄部長

池内 克年 常務理事
経営戦略本部
グループ管轄部長
（兼）連結支援担当部長

《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部
グループ管轄部
連結支援担当部長

塚元 健 経営戦略本部
グループ管轄部

管理本部
法務部長

梅津 知弘 管理本部
総務部
法務グループ

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）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　　　代表取締役社長
（兼）サムライファーム西都㈱
　　　　　代表取締役社長

大西 毅昌 ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部
（兼）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　　　代表取締役社長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部
経営戦略室長

森田 隆志 経営戦略本部
経営戦略室
企画グループ長

経営戦略本部
ＤＸ推進部長

辻 法久 経営戦略本部
ＩＴ推進部長

経営戦略本部
ＤＸ推進部長付部長

濱口 三佐夫 経営戦略本部
ＩＴ推進部長付部長

経営戦略本部
経営研究所　担当部長

加治屋 裕一 センコー㈱
人事部長付部長

管理本部
総務部長

橋口 充一郎 管理本部
総務部
総務グループ長

管理本部
法務部
担当部長

越智 昭彦 管理本部
総務部
法務グループ長

健康推進部長 溝上 申治 アクロストランスポート㈱
常務取締役

監査室長 松岡 弘樹 監査室長
（兼）内部監査グループ長

監査室
内部監査グループ長

中村 哲 センコー㈱
京滋業務センター長

ビジネスサポート事業推進本部
事業企画部長

雨倉 由明 ビジネスサポート事業推進本部
企画管理部　担当部長
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《グループ会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

ロジ・ソリューション㈱
代表取締役社長

戸井田 修 ロジ・ソリューション㈱
取締役

センコービジネスサポート㈱
常務取締役

権藤 勉 センコー㈱
中部業務センター長

一般社団法人
日本マテリアルフロー研究センター
事業推進部長

吉川 直宏 センコービジネスサポート㈱
常務取締役
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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

取締役会長 福田 泰久 代表取締役社長

代表取締役社長
（兼）人事担当

杉本 健司 取締役専務執行役員
経営管理・人事担当
（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

代表取締役副社長執行役員
ＡＥＯ担当
（兼）国際物流事業本部長

髙梨 利雄 代表取締役副社長執行役員
ＡＥＯ担当
（兼）国際物流事業本部長
（兼）ロシア・中央アジアエリア事業担当部長

取締役専務執行役員
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

大越 昇 取締役専務執行役員
東京主管支店長
（兼）東日本配送ネットワーク構築担当
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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
マテリアル物流営業本部長

河野 誠司 執行役員
マテリアル物流営業本部長

常務執行役員
名古屋主管支店長

伊藤 裕之 執行役員
東京納品代行㈱
代表取締役社長

常務執行役員
東京主管支店長

石田 裕二 執行役員
ロジスティクス営業本部　副本部長

執行役員
経営管理担当
（兼）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

執行役員
国際物流事業本部　副本部長
（兼）ロシア・中央アジアエリア事業担当部長
（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）グローバル戦略営業部長
（兼）センコー・フォワーディング㈱
　　　代表取締役社長
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
埼玉主管支店長
（兼）東日本配送ネットワーク構築担当

上村 和夫 常務執行役員
埼玉主管支店長
（兼）埼玉業務センター長

執行役員
東九州主管支店長

古屋敷 芳弘 執行役員
東九州主管支店長
（兼）宮崎センコーアポロ㈱
　　　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

髭 幸治 執行役員
東北主管支店長

執行役員
総務部長

井澤 公男 執行役員
岡山主管支店長

執行役員
岡山主管支店長
（兼）岡山センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

中村 哲也 執行役員
安全輸送㈱
代表取締役副社長

執行役員
東京納品代行㈱
代表取締役社長

大草 久 執行役員
厚木支店長

《グループ会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱ＵＡＣＪ物流
　 取締役会長

池辺 武雄 常務執行役員
名古屋主管支店長
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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
埼玉北支店長

小林 伸 埼玉北支店長

常務理事
札幌支店長
（兼）北海道センコー㈱　代表取締役社長
（兼）三協物流荷役㈱　代表取締役社長
（兼）三協ロジスティクス㈱　代表取締役社長
（兼）十勝大正ＳＫファーム㈱　代表取締役社長

朝倉 学 埼玉南支店長

常務理事
小牧支店長

山本 康隆 小牧支店長

常務理事
人事部長

野々 哲也 人事部長
（兼）人事グループ長

常務理事
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
ファッション物流営業部長
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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
グローバル戦略営業部長

白須賀 拓也 常務理事
国際物流事業本部
企画管理部長

常務理事
ロジスティクス営業本部
ソリューション担当部長

杉本 真彦 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

常務理事
東北主管支店長
（兼）東北業務センター長

丸山 和晃 常務理事
埼玉主管支店　副主管支店長

常務理事
南大阪センコー運輸整備㈱
代表取締役社長

小林 勝利 常務理事
札幌支店長
（兼）北海道センコー㈱　代表取締役社長
（兼）三協物流荷役㈱　代表取締役社長
（兼）三協ロジスティクス㈱　代表取締役社長
（兼）十勝大正ＳＫファーム㈱　代表取締役社長

常務理事
安全輸送㈱
代表取締役副社長

渡辺 雅彦 常務理事
阪神センコー運輸㈱
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
経営企画グループ長

畑 博文 事業政策推進本部
ＤＸ推進部

人事部
人事・人材開発グループ長

高橋 啓介 阪神主管支店
阪神車輌センター長

マテリアル物流営業本部
営業戦略部　副部長

小泉 洋造 マテリアル物流営業本部
営業戦略部

ロジスティクス営業本部
リテール物流営業部　副部長

谷本 雅靖 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
東日本営業部　副部長

藤井 信茂 ロジスティクス営業本部
東日本営業部

埼玉南支店長 石田 元将 東九州車輌支店
延岡車輌営業所長

中部業務センター長 真鍋 雅敬 名古屋主管支店
営業開発担当

京滋業務センター長 坂本 猛 京滋主管支店
守山営業所長

柏センコー運輸㈱
代表取締役社長

宇野 善博 柏支店
柏営業所長

富士センコー運輸㈱
代表取締役社長

木野 拓巳 静岡支店
富士ロジスティクス営業所長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

安全品質環境管理部
CS・品質管理グループ長
（兼）中国・九州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
（兼）中部・関西ＣＳ・品質担当
（兼）中国・九州ＣＳ・品質担当

安全品質環境管理部
中部・関西ＣＳ・品質担当

引間 透 千葉センコー運輸整備㈱
代表取締役社長

事業政策推進本部
自動車運送事業推進部長

平山 浩司 事業政策推進本部
自動車事業推進部長

マテリアル物流営業本部
ヘルスケア営業部長
（兼）センコーメディカルロジスティクス㈱
　　　代表取締役社長

村里 英俊 センコーメディカルロジスティクス㈱
代表取締役社長

ロジスティクス営業本部
ソリューション担当部長

十河 一郎 ロジスティクス営業本部
西日本担当部長

ロジスティクス営業本部
営業戦略部長

田中 久敬 ロジスティクス営業本部
東日本担当部長

ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流営業部長

古澤 亮 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

ロジスティクス営業本部
リテール物流営業部長

千葉 正慶 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

埼玉業務センター長 黒木 政暢 センコーエーラインアマノ㈱
専務取締役

厚木支店長 〆木 規行 厚木センコー運輸㈱
代表取締役社長

国際物流事業本部
企画管理部長

戸張 利明 東京納品代行㈱
専務取締役
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

アクロストランスポート㈱
常務取締役

山根 資久 柏センコー運輸㈱
代表取締役社長

厚木センコー運輸㈱
代表取締役社長

雪竹 謙一 南大阪センコー運輸整備㈱
代表取締役社長

千葉センコー運輸整備㈱
代表取締役社長

宮地 則彦 富士センコー運輸㈱
代表取締役社長

大東センコーアポロ㈱
代表取締役社長
（兼）豊橋センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

安藤 勉 大東センコーアポロ㈱
代表取締役社長

阪神センコー運輸㈱
代表取締役社長

青木 進 マテリアル物流営業本部
ヘルスケア営業部長

センコープランテック㈱
代表取締役社長
（兼）綾建設㈱　代表取締役社長
（兼）宮崎センコーアポロ㈱
　　　代表取締役社長

早石 朝廣 センコープランテック㈱
代表取締役社長
（兼）綾建設㈱　代表取締役社長

中四国ロジスティクス㈱
常務取締役

柳田 憲二 岡山センコー運輸㈱
代表取締役社長

吉賀海運㈱
常務取締役

茂 秀樹 豊橋センコー運輸㈱
代表取締役社長

Ⅶ.センコー㈱、㈱ランテック新社長の経歴、写真について

・杉本健司 略歴 写真

・嘉永良樹 略歴 写真

（　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　　管理本部長　　竹　谷　　　聡
℡　０３（６８６２）８８４０
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