
山内 雅喜
̶̶̶̶

取締役会長

神田 晴夫
̶̶̶̶

代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
経営統括社長補佐、 
地域共創・監査担当

長尾 裕
̶̶̶̶

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

芝﨑 健一
̶̶̶̶

代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員

コーポレート機能統括

1984年 4月 当社入社
2005年 4月 執行役員
2005年 4月 東京支社長
2005年11月  ヤマト運輸（株）執行役員
2005年11月  同社人事総務部長
2007年 3月  当社執行役員
2007年 3月  人事戦略担当
2007年 5月  経営戦略担当
2008年 4月  ヤマトロジスティクス（株） 

代表取締役社長 
兼社長執行役員

2011年 4月  ヤマト運輸（株） 
代表取締役社長 
兼社長執行役員

2011年 6月  当社取締役兼執行役員
2015年 4月  代表取締役社長 

兼社長執行役員
2019年 4月  取締役会長（現）

1985年 1月  当社入社
2004年 4月  人事部長
2005年 8月  執行役員
2005年11月  ヤマト運輸（株）執行役員
2006年 7月  同社常務執行役員
2008年 4月  当社常務執行役員
2008年 6月  代表取締役 

兼常務執行役員
2013年 4月  代表取締役 

兼専務執行役員
2014年 4月  人事戦略・ 

ネットワーク戦略・法務・ 
CSR戦略・監査担当

2015年 4月  代表取締役副社長 
兼副社長執行役員（現）

2019年 4月  経営統括社長補佐、 
地域共創プロジェクト担当

2020年 3月  経営統括社長補佐、 
地域共創・監査担当（現）

2021年 4月  取締役（予定）  
ヤマト運輸（株）代表取締役 
兼副社長執行役員（予定） 

1988年 4月  当社入社
2004年 4月  山口主管支店長
2006年 4月  ヤマト運輸（株）埼玉主管支

店長
2009年 4月  同社TSS営業推進室長
2010年 4月  同社執行役員関東支社長
2013年 4月  同社常務執行役員
2015年 4月  当社執行役員
2015年 4月  ヤマト運輸（株） 

代表取締役社長 
兼社長執行役員

2017年 6月  当社取締役兼執行役員
2019年 4月  代表取締役社長 

兼社長執行役員（現）
2021年 4月  代表取締役社長 

兼社長執行役員（予定）  
ヤマト運輸（株） 
代表取締役社長 
兼社長執行役員（予定）

1980年 4月  当社入社
1997年 6月  埼玉主管支店長
1999年 6月  教育部長
2003年 4月  オペレーション部長
2006年 2月  ヤマトフィナンシャル（株） 

代表取締役社長 
兼社長執行役員

2006年 4月  当社執行役員
2012年 4月  常務執行役員
2016年 4月  専務執行役員
2017年 4月  財務戦略担当、 

IR戦略統括担当
2018年 6月  専務取締役 

兼専務執行役員
2019年 4月  代表取締役副社長 

兼副社長執行役員（現）
2019年 4月  ESG戦略・ 

マーケティング戦略・ 
広報戦略・財務戦略・ 
IR戦略・法務戦略管掌、 
監査担当

2020年 3月  コーポレート機能統括（現）
2021年 4月  代表取締役副社長 

兼副社長執行役員（予定）  
ヤマト運輸（株）取締役（予定）

取締役
2020年6月23日現在
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森 正勝
̶̶̶̶

社外取締役

小林 洋一
̶̶̶̶

社外取締役

得能 摩利子
̶̶̶̶

社外取締役

菅田 史朗
̶̶̶̶

社外取締役

1969年 4月  アーサーアンダーセンアンド
カンパニー（現アクセンチュア
（株））入社

1972年 5月  公認会計士資格取得
1981年 9月  アーサーアンダーセンアンド

カンパニー（現アクセンチュア
（株））パートナー（共同事業者）

1989年 2月  アンダーセン・コンサルティング
（現アクセンチュア（株））社長

  アンダーセン・コンサルティング
（グローバル）（現アクセンチュア
（株））ボードメンバー

2003年 4月  アクセンチュア（株） 
代表取締役会長

2007年 9月  同社最高顧問
2009年10月  学校法人国際大学学長
2013年 4月  同大学特別顧問
2013年 6月  当社取締役（現）
2013年11月  学校法人国際大学副理事長
2018年 4月  同大学特別顧問（現）

1973年 4月  伊藤忠商事（株）入社
2004年 6月  同社執行役員
2006年 4月  同社常務執行役員
2006年 6月  同社代表取締役常務
2008年 4月  同社代表取締役専務
2011年 4月  同社代表取締役 

兼副社長執行役員
2015年 4月  同社顧問
2016年 4月  同社副会長
2018年 6月  当社取締役（現）

1979年 4月  東京エレクトロン（株）入社
2002年 4月  同社執行役員
2004年10月  東京エレクトロンBP（株） 

代表取締役社長
2006年10月  東京エレクトロン デバイス（株）

執行役員専務
2007年 6月  同社取締役兼執行役員専務
2011年 6月  同社代表取締役副社長
2016年 6月  同社取締役会長
2020年 6月  当社取締役（現）

1994年 1月  ルイ・ヴィトンジャパン（株） 
入社

2002年 4月  同社シニアディレクター  
セールスアドミニストレー
ション

2004年 3月  ティファニー・アンド・ 
カンパニー・ジャパン・インク 
ヴァイスプレジデント

2010年 8月  クリスチャン・ディオール（株） 
代表取締役社長

2013年 9月  フェラガモ・ジャパン（株） 
代表取締役社長兼CEO

2017年 6月  当社取締役（現）

1972年 4月  ウシオ電機（株）入社
1993年 1月  BLV LICHT -UND 

VAKUUMTECHNIK 
GmbH社長

2000年 6月  ウシオ電機（株）取締役 
兼上席執行役員

2004年 4月  同社取締役兼専務執行役員
2004年 6月  同社代表取締役 

兼専務執行役員
2005年 3月  同社代表取締役社長
2014年10月  同社取締役相談役
2016年 6月  同社相談役
2017年 7月  同社特別顧問（現）
2019年 6月  当社取締役（現）

久我 宣之
̶̶̶̶

社外取締役
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監査役
2020年6月23日現在

川﨑 良弘
̶̶̶̶

常勤監査役

山下 隆
̶̶̶̶

社外監査役

下山 善秀
̶̶̶̶

社外監査役

松野 守
̶̶̶̶

常勤監査役

松田 隆次
̶̶̶̶

社外監査役

1992年 9月  九州ヤマト運輸（株）入社
2003年 4月  ヤマト運輸（株） 

鹿児島主管支店長
2006年 2月  同社品質向上推進部長
2010年 4月  同社執行役員四国支社長
2015年 6月  同社監査役
2019年 6月  当社監査役（現）

1983年10月  監査法人朝日会計社入社
1987年 3月  公認会計士登録
2003年 5月  朝日監査法人 

（現有限責任あずさ監査法
人）代表社員

2014年 8月  山下隆公認会計士事務所 
開設 
同事務所所長（現）

2015年 1月  税理士登録
2017年 6月  当社監査役（現）

1976年 4月  日本セメント（株） 
（現太平洋セメント（株）） 
入社

2006年 4月  同社中央研究所技術企画 
部長

2008年 3月  （株）太平洋コンサルタント 
代表取締役社長

2015年 4月  同社相談役
2020年 6月  当社監査役（現）

1981年 4月  当社入社
2000年 6月  監査部監査一課長
2002年 6月  監査部監査課長
2006年 7月  監査機能マネージャー
2012年 4月  監査機能シニアマネージャー
2018年 4月  社長付
2018年 6月  監査役（現）

1986年 4月  弁護士および公認会計士 
登録

  河合・竹内・西村・ 
井上法律事務所入所

1988年 1月  三宅・畠澤・ 
山崎法律事務所入所

1992年 7月  松田法律事務所開設（現）
2020年 6月  当社監査役（現）
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執行体制
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

　社長執行役員　  
長尾 裕

 

　副社長執行役員　  

芝﨑 健一

神田 晴夫

 

　専務執行役員　  

佐々木 勉 （コーポレート統括担当）

牧浦 真司 （経営構造改革統括・ イノベーション推進担当）

小菅 泰治 （法人部門統括担当）

栗栖 利蔵 （機能本部統括 兼 プロフェッショナルサービス機能担当）

 

　常務執行役員　  

大谷 友樹 （人事・安全・コンプライアンス統括・法務・監査担当）

樫本 敦司 （財務・IR統括担当）

阿波 誠一 （リテール事業担当）

阿部 珠樹 （EC事業担当）

恵谷 洋 （グローバルSCM事業担当）

西田 勢津子 （デジタル機能担当）

　執行役員　  

稲森 浩司 （法人事業担当）

松田 弘士 （輸送機能担当）

鈴木 達也 （プラットフォーム機能担当）

杉浦 宜修 （法人部門 事業戦略統括担当）

久保田 亮 （リテール事業 経営戦略担当）

成井 隆太郎 （グローバルSCM事業 国際戦略担当）

内藤 典靖 （グローバルSCM事業 営業統括担当）

田中 従雅 （デジタル機能 デジタル改革担当）

中林 紀彦 （デジタル機能 デジタルデータ戦略担当）

片倉 由美子 （プロフェッショナルサービス機能 BPR担当）

丹澤 秀夫   （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）

梅津 克彦 （戦略渉外担当）

田村 泰彦 （財務担当）

渡邊 一樹 （人事・育成担当）

荒川 剛 （経営戦略担当）

江頭 哲也 （タイ地域担当）

松井 克弘 （北海道地域担当）

黒岩 俊也 （東北地域担当）

大串 隆司 （東京地域担当）

大友 丈晴 （南関東地域担当）

久保 俊治 （北関東地域担当）

池田 隆 （北信越地域担当）

樽見 宏 （中部地域担当）

西出 敏之 （関西地域担当）

小林 秀朝 （中国・四国地域担当）

山中 修 （九州地域担当）

松本 雅道 （総務担当）

森 信介 （アセットマネジメント担当）

秋山 佳子 （サステナビリティ推進担当）

塩澤 和洋 （EX担当）

寺澤 敦 （社長室担当）

小坂 正人 （安全担当）

 ヤマトホールディングス・ヤマト運輸兼務 
 ヤマトホールディングス 
 ヤマト運輸 


