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ニュースリリース

2021年01⽉21⽇

ヤマトホールディングス株式会社

役員の異動に関するお知らせ

ヤマトホールディングス株式会社は、2021年1⽉21⽇開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議しましたので、お知らせいたしま
す。

記

2021年4⽉1⽇付 
〈ヤマトホールディングス株式会社‧ヤマト運輸株式会社〉

新職 旧職 ⽒名

ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑

執⾏役員 兼 ヤマト運輸株式会社 代表取締役社⻑ 社

⻑執⾏役員

ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑

執⾏役員
⻑尾 裕

ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役副社⻑ 副

社⻑執⾏役員 兼 ヤマト運輸株式会社 取締役

ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役副社⻑ 副

社⻑執⾏役員
芝﨑 健⼀

ヤマトホールディングス株式会社 取締役 兼 ヤマト運

輸株式会社 代表取締役 副社⻑執⾏役員

ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役副社⻑ 副

社⻑執⾏役員
神⽥ 晴夫

ヤマトホールディングス株式会社 専務執⾏役員（経営構

造改⾰統括担当） 兼 ヤマト運輸株式会社 専務執⾏役

員（経営構造改⾰統括‧イノベーション推進担当）

ヤマトホールディングス株式会社 専務執⾏役員 牧浦 真司

ヤマトホールディングス株式会社 専務執⾏役員（コーポ

レート統括担当） 兼 ヤマト運輸株式会社 専務執⾏役

員（コーポレート統括担当）

ヤマト運輸株式会社 代表取締役 専務執⾏役員 佐々⽊ 勉

ヤマト運輸株式会社 専務執⾏役員（法⼈部⾨統括担当）

ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員 兼 ヤ

マトロジスティクス株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏

役員

⼩菅 泰治

ヤマト運輸株式会社 専務執⾏役員（機能本部統括 兼 

プロフェッショナルサービス機能担当）

ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員 兼 ヤ

マト運輸株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員
栗栖 利蔵

ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員（リテール事業担当）
ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 兼 ヤマト

システム開発株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員
阿波 誠⼀

ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員（ＥＣ事業担当）
ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員 兼 ヤ

マト運輸株式会社 執⾏役員
阿部 珠樹

ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員（デジタル機能担当） ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 ⻄⽥ 勢津⼦

ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員（⼈事‧

コンプライアンス統括担当） 兼 ヤマト運輸株式会社 

常務執⾏役員（⼈事‧安全‧コンプライアンス統括‧法

務‧監査担当）

ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 ⼤⾕ 友樹

ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員（財務‧

ＩＲ統括担当） 兼 ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員

（財務統括担当）

ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 樫本 敦司
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新職 旧職 ⽒名

ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員（グローバルＳＣＭ事

業担当）
ヤマトロジスティクス株式会社 取締役常務執⾏役員 恵⾕ 洋

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（輸送機能担当）
ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 兼 ヤマト

運輸株式会社 執⾏役員
松⽥ 弘⼠

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（プラットフォーム機能担

当）

ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 兼 ヤマト

フィナンシャル株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員
鈴⽊ 達也

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（法⼈事業担当） ヤマト運輸株式会社 法⼈事業部⻑ 稲森 浩司

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（コーポレートコミュニケ

ーション‧東京オリンピック‧パラリンピック担当）
ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 丹澤 秀夫

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（戦略渉外担当） ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 梅津 克彦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（デジタル機能 デジタル

改⾰担当）
ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 ⽥中 従雅

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（デジタル機能 デジタル

データ戦略担当）
ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 中林 紀彦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（法⼈部⾨ 事業戦略統括

担当）
ヤマトロジスティクス株式会社 執⾏役員 杉浦 宜修

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（プロフェッショナルサー

ビス機能 ＢＰＲ担当） 兼 ヤマトマネージメントサー

ビス株式会社 代表取締役社⻑

ヤマトマネージメントサービス株式会社 代表取締役社⻑ 

兼 ヤマト運輸株式会社 執⾏役員
⽚倉 由美⼦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（グローバルＳＣＭ事業 

国際戦略担当）

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 常務

執⾏役員
成井 隆太郎

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（グローバルＳＣＭ事業 

営業統括担当）
ヤマトロジスティクス株式会社 営業統括本部執⾏役員 内藤 典靖

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（財務担当） ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員 ⽥村 泰彦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（⼈事‧育成担当）
ヤマトホールディングス株式会社 ⼈事戦略⽴案推進機能

シニアマネージャー
渡邊 ⼀樹

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（経営戦略担当）
ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略⽴案推進機能

シニアマネージャー
荒川 剛

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（リテール事業 経営戦略

担当）
ヤマト運輸株式会社 執⾏役員リテール事業改⾰室⻑ 久保⽥ 亮

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（総務担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員安全‧ＣＳＲ推進部⻑ 松本 雅道

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（アセットマネジメント担

当）

ヤマトホールディングス株式会社 ⼈事戦略⽴案推進機能

シニアマネージャー
森 信介

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（サステナビリティ推進担

当）
ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員 秋⼭ 佳⼦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（ＥＸ担当）
ヤマトホールディングス株式会社 ⼈事戦略⽴案推進機能

シニアマネージャー
塩澤 和洋

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（社⻑室担当） ヤマトホールディングス株式会社 社⻑室⻑ 寺澤 敦

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（安全担当）

ヤマトホールディングス株式会社 ESG戦略⽴案推進機能
シニアマネージャー 
兼 ヤマト運輸株式会社 安全‧ＣＳＲ推進部⻑

⼩坂 正⼈



新職 旧職 ⽒名

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（タイ地域担当） ヤマトホールディングス株式会社 執⾏役員 江頭 哲也

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（北海道地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員北海道⽀社⻑ 松井 克弘

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（東北地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員東北⽀社⻑ 黒岩 俊也

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（東京地域担当） ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員東京⽀社⻑ ⼤串 隆司

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（南関東地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員中国⽀社⻑ ⼤友 丈晴

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（北関東地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員北関東⽀社⻑ 久保 俊治

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（北信越地域担当） ヤマトロジスティクス株式会社 取締役常務執⾏役員 池⽥ 隆

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（中部地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員中部⽀社⻑ 樽⾒ 宏

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（関⻄地域担当） ヤマト運輸株式会社 常務執⾏役員関⻄⽀社⻑ ⻄出 敏之

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（中国‧四国地域担当） ヤマト運輸株式会社 執⾏役員北信越⽀社⻑ ⼩林 秀朝

ヤマト運輸株式会社 執⾏役員（九州地域担当）
ヤマトホールディングス株式会社 常務執⾏役員 兼 ヤ

マト運輸株式会社 執⾏役員
⼭中 修

〈ヤマトシステム開発株式会社〉

新職 旧職 ⽒名

ヤマトシステム開発株式会社 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏

役員
ヤマトシステム開発株式会社 執⾏役員 栗丸 信昭

以上

【問合せ先】 
 ヤマトホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション戦略⽴案推進機能（03-3541-4141）
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