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2021年 10月 1日 

各  位 

会 社 名 トナミホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長   綿貫 勝介 

（コード番号９０７０ 東証第 1部） 

お問合せ先 専務取締役 経営企画グループ担当 

      髙田 和夫 

（ＴＥＬ 0766－32－1850） 

 

「人事異動」に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、「人事異動」を決定しましたので、下記の通りお

知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．トナミホールディングス株式会社の異動 

 （１）執行役員の新任（2021年 10月 1日付） 

氏 名 新 職 

髙
たか

柳
やなぎ

 幸司
こ う じ

 
執行役員  

経営企画グループ 部長※1 

（※1）トナミ運輸株式会社の職責を兼務致します 

 

＜ご参考＞2021年 10月 1日現在執行役員体制（6名） 

 役 付 氏 名 職 責 

 執行役員 小島 鉄也 
経営企画グループ 事業戦略室長 

兼 法務部長 

 執行役員 桶田 篤史 
人事管理グループ 人事部長 

兼 安全管理部長 

 執行役員 齋藤 英三郎 経営管理グループ 財務部長 

 執行役員 小西 賢輔 
経営企画グループ 経営企画室長 

兼 情報戦略室長 

 執行役員 大平 雄吾 経営企画グループ 関係会社管理部長 

新任 執行役員 髙柳 幸司 経営企画グループ 部長 

 

 

２．（中核）トナミ運輸株式会社の異動 

 （１）執行役員の新任（2021年 10月 1日付） 

氏 名 新 職 

髙
たか

柳
やなぎ

 幸司
こ う じ

 
執行役員  

経営企画本部 部長 
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＜ご参考＞2021年 10月 1日現在役員および執行役員体制（32名） 

 役 付 氏 名 職 責 
 代表取締役社長 綿貫 勝介  

 専務取締役 髙田 和夫 経営企画本部長 

 専務取締役 泉  伸一 
物流統括本部長 兼 東京本部長 

兼 物品販売事業部管掌 

 常務取締役 寺拝 豊信 人事管理本部長 兼 車輌整備事業部管掌 

 常務取締役 山本 和人 
物流統括本部 営業戦略事業部長  

兼 営業開発部長 

 常務取締役 髙田 一哉 物流統括本部 ロジ・ソリューション事業部長 

 常務取締役 佐藤 公昭 管理本部長 兼 社長室長 兼 内部統制担当 

 
取締役 

上席執行役員 
飛弾 芳彦 物流統括本部 マルチトランスポート事業部長 

 
取締役 

上席執行役員 
小島 鉄也 経営企画本部 事業戦略室長 兼 法務部長  

 
取締役 

上席執行役員 
星山 宗洙 物流統括本部 運輸事業部長  

 
取締役 

上席執行役員 
松永  隆 物流統括本部 営業戦略事業部 営業管理部長 

 
取締役 

上席執行役員 
桶田 篤史 人事管理本部 人事部長 兼 安全部長 

 
取締役 

上席執行役員 
鈴木 勝範 東神主管支店長 

 
取締役 

上席執行役員 
齋藤 英三郎 管理本部 財務部長 

 常勤監査役 三枝 保弘  

 常勤監査役 輪達 光春  

 執行役員 木暮 一正 
物流統括本部 マルチトランスポート事業部 

引越部長 兼 通運部長 

 執行役員 宿谷 誠一 車輌整備事業部長 

 執行役員 坂井 丈二 物流統括本部 営業戦略事業部 営業管理部 部長 

 執行役員 圓谷 正文 東海主管支店長 

 執行役員 卯尾 雅彦 人事管理本部 教育部長 兼 教育研修所長 

 執行役員 坂井  智 人事管理本部 人事部 部長 

 執行役員 小西 賢輔 経営企画本部 経営企画室長 兼 情報戦略室長 

 執行役員 布子 裕嗣 富山主管支店長 

 執行役員 片山 一宏 経営企画本部 システムサポートセンター長 

 執行役員 但田 篤郎 
物流統括本部 ロジ・ソリューション事業部 

ロジスティクス管理部長 

 執行役員 藤縄  巌 物流統括本部 運輸事業部 輸送部長 

 執行役員 浜 徹 
物流統括本部 ロジ・ソリューション事業部 

ソリューション営業部長 

 執行役員 成田 秀男 管理本部 総務部長 兼 購買部長 

 執行役員 渡辺 克彦 北陸主管支店長 

 執行役員 綿貫 雄介 物流統括本部 部長 

新任 執行役員 髙柳 幸司 経営企画本部 部長 

 

 

 

以上 


