
　２０２1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㈱　２０２1年４月１日付機構改正について

　１．担当役員について

(1) 『国際事業担当』の設置

・

(2) 『文化・スポーツ推進担当』および『健康推進担当』の設置

・

(3) 『財務担当』の発展的解消

・

　２．本部機構について

(1) 財務経理本部の経営戦略本部への統合

・

(2) 経営戦略本部の再編

1)

2)

① 『経営戦略担当』は、グループ全体の経営戦略の企画・立案・実行を統括する。

② 経営戦略担当は、『経営戦略室』、『ＩＴ推進部』、『経営研究所』を管轄する。

③

記

『経営戦略担当』について

財務経理本部は、グループ全体の財務経理戦略機能の強化と意思決定のスピードアップを図るため、
経営戦略本部に統合する。

経営戦略本部に『経営戦略担当』、『事業開発担当』、『財務経理担当』を新たに設置する。

『財務担当』は、『経営戦略本部』内に新たに設置する『財務経理担当』へ業務を移管し、発展的に解消
する。

経営研究所に、グループの先端技術の研究・企画・開発を担う『先端技術研究担当』を新たに設置
する。

機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

2021年2月26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）

海外におけるフォワーディング、コールドチェーン物流および貿易事業などの事業拡大を加速させるた
め、『国際事業担当』を新たに設置する。

グループ従業員が心身ともに健やかで、健康な生活を送れるように、文化・スポーツ活動の推進と支援
を行う『文化・スポーツ推進担当』および『健康推進担当』を新たに設置する。
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3) 『事業開発担当』について

① 『事業開発担当』は、Ｍ＆Ａおよび新規事業等を統括する。

② 事業開発担当は、『事業開発部』および新たに設置する『新サービス開発部』を管轄する。

③ 新サービス開発部は、グループを横断し、シナジーを活かした新しい商品やサービスの開発を行う。

4) 『財務経理担当』について

① 『財務経理担当』は、グループ全体の財務経理戦略の企画・立案・実行を統括する。

② 財務経理担当は、『財務部』、『経営管理部』、『グループ管轄部』を管轄する。

③

④ 経理部は、経営戦略室『経営管理グループ』と統合し、『経営管理部』に改称する。

⑤

⑥ 関係会社管理部は『グループ管轄部』に改称する。

⑦

・東アジア担当：中国、韓国のグループ会社担当

・アセアン担当：アセアンエリアのグループ会社担当

・連結支援担当：Ｍ＆Ａなどで新たにグループ入りした会社の連結化、内部統制整備支援

(3) 『健康推進部』の移管

・ 『健康推進部』の所管を管理本部から健康推進担当へ移管する。

(4) 引越関連事業の移管

・

グループ管轄部に国内外グループ会社の財務経理基盤の整備、ならびに新たにグループ入りする
子会社の連結化対応・支援の充実を図るために、次の３つの担当を設置する。

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が所管する引越関連事業を、引越事業の更
なる拡大と生産体制の強化を図るため、センコー㈱事業政策推進本部内に新たに設置する『引越事業
推進部』に移管する。

財務部に、グループ全体の資金を一元的に管理し、資金効率の高度化を一層推進していくため、
『資金グループ』を新たに設置する。

経営管理部に、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』、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』
および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。
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Ⅱ.センコー㈱　２０２1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・人事担当』の設置

・ 管轄物流グループ会社も含めた経営資源・人財を統括管理する、『経営管理・人事担当』を設置する。

(2) 営業機構について

 １） 引越関連事業の移管

・

 ２） 『マテリアル物流営業本部』の再編

・

① ケミカルメーカーにおける原材料系の顧客営業を担務する『ケミカル第１営業部』

② 成型加工品系顧客営業を担務する『ケミカル第２営業部』

③ メディカル及びヘルスケア系顧客営業を担務する『ヘルスケア営業部』

④ プレハブ住宅メーカーの顧客営業を担務する『住宅営業部』

⑤ ゼネコンやハウスビルダーなどの建設事業者の顧客営業を担務する『ゼネコン・ビルダー営業部』

⑥ 住設及び建材関連などのサプライヤー系の顧客営業を担務する『住設・建材営業部』

⑦

　２．支店機構について

(1) 『印西支店』の設置

・

(2) 国際物流事業本部『欧州エリア事業担当』の設置

・

(3) 国際物流事業本部『グローバル戦略営業部』の設置

・

引越事業の更なる拡大と生産体制の強化を図るため、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が所管する引越関連事業を、事業政策推進本部内に新設する『引越事業推進部』
に移管する。

本社各部やグループ会社と連携し、商品開発やマーケティング戦略を統合的に推進すると共に、大
型３ＰＬ案件や本部内全体の営業戦略、各営業部の商品プラットフォーム化を担務する『営業戦略
部』

茨城南部、千葉北部並びに西部の事業拡大に伴い『柏支店』から『印西ロジスティクスセンター』におけ
る全業務と、松戸地区における酒類共配業務を切り出し『印西支店』を設置する。

国際物流事業本部内の『グローバル戦略部』を『グローバル戦略営業部』に名称を変更し、引き続きグ
ローバル戦略を構築すると共に、グローバルフォワーディング並びに海外エリア既存物流事業の営業を
強化し、国際物流事業の拡大を図る。

『マテリアル物流営業本部』内の『ケミカル物流営業部』と『住宅物流営業部』を廃止再編し以下の７部
門を設置することで、より細やかな顧客対応と判断の迅速化を図る。

欧州エリアの現地法人を中心に、日系企業への一貫したサプライチェーン提供など、営業力強化を図
るため、国際物流事業本部内に『欧州エリア事業担当』を設置する。
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　３．プロジェクト体制について

(1) 『ＤＸ推進プロジェクト』の設置

・ 生産現場における事務機能の集中センター化や倉庫業務自動化などの「事業改革」と、各種データの
利活用で更なるグループ輸送ネットワーク構築に向けた「デジタル改革」を推進する『ＤＸ推進プロジェク
ト』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

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

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

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

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

取締役
国際事業担当
（兼）センコー㈱
　　　　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

（※6月25日センコーグループホール
ディングス㈱定時株主総会付議予定）

髙梨 利雄 センコー㈱
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

取締役 上中 正敦 取締役常務執行役員
財務担当
（兼）財務経理本部長

取締役
（兼）アスト㈱
　　　取締役会長
（兼）アズフィット㈱
　　　取締役会長

村尾 進一 取締役常務執行役員
経営戦略本部長
（兼）事業開発部長
（兼）アスト㈱
　　　取締役会長
（兼）アズフィット㈱
　　　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

執行役員
経営戦略本部　副本部長
財務経理担当
（兼）財務部長

新田 浩隆 常務理事
経営戦略本部
経営戦略室長

執行役員
センコービジネスサポート㈱
代表取締役社長

森岡 直人 旭化成株式会社
基盤マテリアル事業本部
ポリエチレン事業部長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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

森口 嘉久 センコー㈱
執行役員
九州主管支店長

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

長友 孝司 センコー㈱
執行役員
人事部長
（兼）採用グループ長

執行役員
経営戦略本部　副本部長
事業開発担当

田中 正志 センコー㈱
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

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

増田 康裕 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

《執行役員退任関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

管理本部
人事部長

伊庭 髙志 執行役員
センコービジネスサポート㈱
代表取締役社長
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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

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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

池内 克年 常務理事
財務経理本部
関係会社管理部長

常務理事
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

戸倉 尚 常務理事
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長

常務理事
経営戦略本部
事業開発部　担当部長

髙玉 正明 センコー㈱　常務理事
国際物流事業本部
ロシア・中央アジアエリア事業担当部長
（兼）グローバル戦略部担当部長

常務理事
経営戦略本部
経営管理部長
（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

7



《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部
経営研究所
先端技術研究担当部長

堂土 敏行 経営戦略本部
経営研究所

経営戦略本部
新サービス開発部長

西井 秀志 センコー㈱
ロジスティクス営業本部
西日本営業部

ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）M-SENKO Logistics Co., Ltd
　　　　代表取締役社長
（兼）SKC ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ Co., Ltd
　　　　代表取締役社長

榊原 一典 ＡＳＥＡＮエリア事務所
（兼）M-SENKO Logistics Co., Ltd
　　　　代表取締役社長
（兼）SKC ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ Co., Ltd
　　　　代表取締役社長

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長

山田 博行 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

ロジ・ソリューション㈱
　事業収支改善部長

内田 淳 ロジ・ソリューション㈱
　社内改善事業部
　事業収支改善部

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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　担当部長

経営戦略本部
財務部
資金グループ長

丸山 和男 財務経理本部長付部長

経営戦略本部
経営管理部
管理グループ長

清藤 竜信 経営戦略本部
経営戦略室
経営管理グループ長

経営戦略本部
グループ管轄部
アセアン担当部長

藤崎 孝浩 財務経理本部
関係会社管理部
管理担当部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長 森岡 哲也 センコー㈱
国際物流事業本部
グローバル戦略部　担当部長
（兼）Senko Logistics (Europe) GmbH
  　　　代表取締役社長

ビジネスサポート事業推進本部
人材派遣事業推進部長

山本 博司 ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）インドネシア駐在員事務所長

㈱ランテック
　　システム革新プロジェクト担当部長

古屋 浩一 管理本部
健康推進部長

Skylift Consolidator (Pte) Ltd.
代表取締役社長

村越 政秋 ＡＳＥＡＮエリア事務所　副所長
（兼）Skylift Consolidator (Pte) Ltd.
　　　代表取締役社長

寺内㈱
取締役
経営統括室・監理部担当

太田 勝久 ライフサポート事業推進本部
事業戦略推進部
担当部長

センコー・アセットマネジメント㈱
代表取締役社長

山本 宏 財務経理本部
関係会社管理部
海外統括担当部長
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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

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

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

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

杉本 健司 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）倉庫事業推進部長

取締役常務執行役員
ロジスティクス営業本部長

（※6月18日センコー㈱定時株主総会
付議予定）

河合 利広 常務執行役員
ロジスティクス営業本部長

《取締役退任関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱ランテック
　　取締役副社長

（※6月18日センコー㈱定時株主総会
付議後取締役退任予定）

嘉永 良樹 取締役副社長執行役員
営業統括担当
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
安全輸送㈱
代表取締役副社長

中村 哲也 常務理事
安全輸送㈱
代表取締役副社長

執行役員
厚木支店長

大草 久 常務理事
厚木支店長

執行役員
九州主管支店長

中村 一男 常務理事
千葉支店長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
埼玉主管支店長
（兼）埼玉業務センター長

上村 和夫 常務執行役員
埼玉主管支店長

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
（兼）ケミカル物流営業部長
（兼）第２グループ長

《関係会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

アクロストランスポート㈱
代表取締役会長（兼）社長
（兼）東京納品代行㈱
　　　 取締役会長

大迫 友行 アクロストランスポート㈱
代表取締役会長（兼）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
茨城支店長

浪平 和明 茨城支店長

常務理事
事業政策推進本部
車輌購買・整備事業推進部長

伊達 真一 事業政策推進本部
車輌購買・整備事業推進部長

常務理事
㈱プリティーポーターズ
　　代表取締役社長

志方 昭友 柏支店長

常務理事
千葉支店長

佐藤 和昭 三協貨物㈱
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
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

高橋 健二 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

常務理事
国際物流事業本部
欧州エリア事業担当部長
（兼）Senko Logistics (Europe) GmbH
　　　代表取締役社長

藤原 昭喜 常務理事
国際物流事業本部
グローバル戦略部
担当部長

常務理事
マテリアル物流営業本部
ケミカル第２営業部長

藤村 新志 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

常務理事
東京主管支店長付部長

内本 隆造 常務理事
神奈川センコー運輸㈱
代表取締役社長
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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
特命担当
（兼）センコー・プライベートリート投資法人
　　　執行役員

横山 隆一 常務理事
センコー・アセットマネジメント㈱
代表取締役社長
（兼）センコー・プライベートリート投資法人
　　　執行役員

常務理事
広島支店長

鳥居 健一 常務理事
京滋東支店長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

事業政策推進本部
倉庫事業推進部長

小森 修一 事業政策推進本部
倉庫事業推進部

マテリアル物流営業本部
ケミカル第１営業部長

中島 義雄 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

マテリアル物流営業本部
ヘルスケア営業部長

青木 進 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

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

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

関東業務センター長 神保 和明 関東主管支店
野田第２ＰＤセンター長

印西支店長 緒方 茂裕 柏支店
営業企画担当

京滋東支店長 木下 眞志 マテリアル物流営業本部
住宅物流営業部
第１グループ

国際物流事業本部
グローバル戦略営業部
担当部長

堀 秀人 センコー・フォワーディング㈱
営業部長

関東センコー運輸㈱
代表取締役社長

東 良剛 茨城支店
茨城車輌センター長

神奈川センコー運輸㈱
代表取締役社長

竹中 真一 神奈川支店
東扇島車輌センター長

北陸センコー運輸㈱
代表取締役社長

藤井 智彦 北陸支店
金沢営業所長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

人事部長
（兼）人事グループ長

野々 哲也 人事部
人事グループ長

人事部
採用グループ長

碇山 将士 埼玉業務センター長

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
（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

事業政策推進本部
引越事業推進部長
（兼）㈱センコーリビングプラザ
　　　　　代表取締役社長

田熊 勝則 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

マテリアル物流営業本部
営業戦略部長

茂木 康浩 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

マテリアル物流営業本部
住宅営業部長

片元 隆夫 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

マテリアル物流営業本部
ゼネコン・ビルダー営業部長

端村 幸雄 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

マテリアル物流営業本部
住設・建材営業部長

益田 真 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

柏支店長 佐々木 貴之 関東業務センター長

北陸支店長 中道 良二 北陸支店長
（兼）北陸センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

国際物流事業本部
欧州エリア事業担当
担当部長
Senko Logistics (Europe) GmbH
担当部長

日向 朗 国際物流事業本部
グローバル戦略部
担当部長

国際物流事業本部
グローバル戦略営業部
担当部長

勅使川原 徹 国際物流事業本部
グローバル戦略部
担当部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

国際物流事業本部
グローバル戦略営業部
担当部長

斎藤 真二 ㈱SENKO International Trading
　　商流・物流一体化ビジネス部長

柏センコー運輸㈱
代表取締役社長

山根 資久 柏センコー運輸㈱
代表取締役社長
（兼）㈱プリティポーターズ
　　　　代表取締役社長

東海センコー運輸㈱
代表取締役社長

小木曽 敏行 三重センコーロジ㈱
代表取締役社長

三重センコーロジ㈱
代表取締役社長

森田 裕嗣 関東センコー運輸㈱
代表取締役社長

三協貨物㈱
代表取締役社長

桂 宏一 広島支店長

センコービジネスサポート㈱
常務取締役

吉川 直宏 ロジスティクス営業本部
西日本営業部 副部長

（　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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