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各  位 

会 社 名 株式会社 フ ジ               

代表者名 代表取締役社長 山口 普           

コード番号 8278 東証第一部               

問合せ先 代表取締役専務 企画・開発本部長 松川 健 嗣 

                             （TEL 089-922-8112）            

 

 

経営管理機構の変更および人事異動 

ならびに連結子会社の代表取締役の異動について 

 

 

当社は、2022年 3 月 1日をもって当社を株式会社フジ（以下「フジ」）と株式会社フジ・リテイリン

グ（以下「フジ・リテイリング」）に分割し、持ち株会社（フジ）としての必要な機能を除き、すべての

事業をフジ・リテイリングに承継いたします。 

2022年 1月 31日開催の取締役会において、フジ・リテイリングにおける 2022年 3月 1日付の人事異

動を以下のように決議しましたのでお知らせいたします。尚、フジ・リテイリングの経営管理機構は、

フジから事業と共に承継し、全社員（一部を除く）はフジ・リテイリングに出向する予定です。そのた

め、本日の開示内容については、承継した上でのフジ・リテイリングの経営管理機構の変更および人事

異動となっております。 

また、あわせて連結子会社の代表取締役の異動もお知らせいたします。 

尚、持ち株会社フジの経営管理機構等につきましては、3 月 1 日開催予定の取締役会で決定後、速や

かにご報告いたします。 

 

 

１．フジ・リテイリングの経営管理機構の変更 

 

① 持続可能な社会の実現のために、企業に対しても長期的成長に重要な環境・社会・ガバナンスの

３つの視点を持ったＥＳＧ経営が求められております。当社におきましても、中期経営計画の基

本戦略にＥＳＧ経営の推進を掲げて取り組む中で、この度サスティナビリティ（持続可能性）を

巡る課題に対する取り組みをさらに推進し、企業価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献すべ

く、サスティナビリティ委員会を設置いたします。 

 

② 経営統合により、2022年 3月 1日から持ち株会社フジのもと、事業会社フジ・リテイリングおよ

びマックスバリュ西日本の３社体制による事業活動がスタートいたします。経営統合によるシナ

ジーの最大化および 2024 年 3 月の統合新会社設立に向けて、提携推進プロジェクトの機能をフ

ジ・リテイリングからフジへ移管いたします。 
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１．フジ・リテイリング取締役の職掌の変更 （2022年 3月 1日付） 

 

新役職名 現役職名 氏名 

専務取締役 専務執行役員 

営業担当 兼 店舗運営事業本部長 

兼 業務改善推進部長 

専務取締役 専務執行役員 

営業担当 兼 店舗運営事業本部長 

 

森田 英樹 

 

 

 

２．フジ・リテイリング執行役員の異動 （2022年 3月 1日付） 

 

 （職掌の変更） 
 

新役職名 現役職名 氏名 

執行役員 

衣料・住関連事業部長 

兼 ＦＣ事業運営部長 

執行役員 

衣料・住関連事業部長 
源 健治 

執行役員 

ノンストアリテイル事業部長 

兼 新規事業課長 

執行役員 

ノンストアリテイル事業部長 
長野 良 

執行役員 

香川・徳島運営事業部長 

兼 高知運営事業部長 

執行役員 

高知運営事業部長 
中野 修 

 

 

（新任執行役員） 
 

新役職名 現役職名 氏名 

執行役員 

愛媛（中予）運営事業部長 
フジグラン広島 店長 

 

木村 正博 

 

執行役員 

情報システム部長 
フジグラン松山 店長 

 

村上 聡 

 

 

 

（退任執行役員） 
 

現役職名 氏名 

執行役員 情報システム部長 重松 昌司 

執行役員 業務改善推進部長 秋山 みゆき 

執行役員 愛媛（中予）運営事業部長 吉岡 淳也 

執行役員 香川・徳島運営事業部長 友田 聡 

吉岡 淳也は、株式会社フジマート四国の代表取締役社長に就任予定です。 

友田 聡は、株式会社ニチエーの代表取締役社長に就任予定です。 
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３．フジ・リテイリング一般人事 （2022年 3月 1日付） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

衣料・住関連事業部 

第二商品部 部長 

フジグランエミフル松前 

衣料・住関連課長 
三谷 修史 

衣料・住関連事業部 

第三商品部 部長 

フジグラン北島 

次長 兼 衣料・住関連課長 
土井 敬一郎 

販売企画・マーケティング部 部長 フジグラン神辺 店長 村上 涼一 

フジグラン松山 店長 フジグラン三原 店長 井出 昌幸 

フジ北条店 店長 フジ白島店 店長 多田 龍一郎 

フジ和気店 店長 フジグラン阿南 店長 中矢 耕治 

フジ姫原店 店長 フジグランナタリー 店長 坂田 章 

フジ北斎院店 店長 
フジグラン重信 

次長 兼 業務課長 
菅野 珠美 

フジ垣生店 店長 フジ波止浜店 店長 大塚 真吾 

フジ見奈良店 店長 フジ川之江店 店長 鈴木 良和 

フジグラン川之江 店長 フジグラン石井 店長 大下 勝 

フジグラン西条 店長 フジ桜馬場店 店長 俣野 忍 

フジグラン北浜 店長 フジ庚午店 店長 濱永 純 

フジ川之江店 店長 フジ東予店 店長 中田 関也 

フジ東予店 店長 
総合企画部 

カンパニーズ戦略課 課長 
津吉 将人 

フジ波止浜店 店長 
生鮮食品事業部 

生鮮食品支援部 スーパーバイザー 
川上 浩二 

フジ南宇和店 店長 
生鮮食品事業部 

第二商品部 バイヤー 
節安 浩二 

フジグラン十川 店長 フジ垣生店 店長 牧 有加里 

フジグラン阿南 店長 
フジグラン緑井 

次長 兼 衣料・住関連課長 
岡村 英樹 

フジグラン石井 店長 
衣料・住関連事業部 

第二商品部 部長 
旭 光雄 

フジ楠上店 店長 フジ和気店 店長 徳丸 圭次郎 

フジ中吉野店 店長 
加工食品事業部 

第二商品部 バイヤー 
田中 伸吾 

フジグラン高知 店長 フジグラン東広島 店長 高橋 慶浩 
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フジ中村店 店長 
ノンストアリテイル事業部 

次長 兼 新規事業課 課長 
兼久 光国 

フジグラン神辺 店長 フジグラン北浜 店長 村井 健嗣 

フジグラン三原 店長 
衣料・住関連事業部 

第三商品部 部長 
川村 保文 

フジグラン東広島 店長 フジグラン安芸 店長 佐川 道和 

フジグラン安芸 店長 フジグラン岩国 店長 宇都宮 猛 

フジグラン広島 店長 フジグラン高知 店長 鐘井 妥 

フジグランナタリー 店長 フジ三篠店 店長 山崎 智博 

フジ海田店 店長 フジ小網店 店長 丸岡 憲史 

フジ三入店 店長 フジ中吉野店 店長 森本 雄二 

フジ白島店 店長 フジグラン緑井 食品課長 湊 正和 

フジ三篠店 店長 フジ中村店 店長 齋藤 正人 

フジ小網店 店長 フジ見奈良店 店長 美野 耕平 

フジ庚午店 店長 フジ三入店 店長 淺井 則行 

フジグラン岩国 店長 フジ北斎院店 店長 山内 清次 

フジグラン山口 店長 
フジグラン広島 

次長 兼 衣料・住関連課長 
今出 譲二 

フジ桜馬場店 店長 フジ北条店 店長 森岡 崇浩 

情報システム部  

システム開発課 課長 
情報システム部 エキスパート 片山 一志 

総合企画部  

カンパニーズ戦略課 課長 
フジ海田店 店長 西村 泰俊 

業務改善推進部 シニアエキスパート 
執行役員 

業務改善推進部 部長 
秋山 みゆき 
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４．連結子会社の代表取締役の異動 

 

 

○株式会社フジマート四国（2022年 3月 1日付） 
 

新役職名 現役職名 氏名 

代表取締役社長  吉岡 淳也 

 代表取締役社長 重松 敬三 

現代表取締役社長の重松敬三は、関係会社の監査役に就任予定です。 

 

 

○株式会社ニチエー（2022年 3月 1日付） 
 

新役職名 現役職名 氏名 

代表取締役社長  友田 聡 

取締役 相談役 代表取締役社長 上野 郁夫 

 

 

○株式会社フジセキュリティ（2022年 3月 1日付） 
 

新役職名 現役職名 氏名 

代表取締役社長 取締役 吉田 勇夫 

取締役 相談役 代表取締役社長 佐伯 雅則 

 

 

 

 

以 上 
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2022年度 株式会社フジ・リテイリング 役員および執行役員体制 

 

 

尚、取締役の体制につきましては、2月 28開催予定のフジ・リテイリングの株主総会における必要な承認

を前提に、次のとおりとすることを予定しております。 

 

 

  尾﨑 英雄   代表取締役会長 

  山口  普   代表取締役社長 

  松川 健嗣   代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼 総合企画部長 

  森田 英樹   専務取締役 専務執行役員 営業担当 兼 店舗運営事業本部長 兼 業務改善推進部長 

  仙波 保幸   常務取締役 常務執行役員 商品事業本部長 

  大西 文和   取締役 上席執行役員 営業企画推進本部長 兼 ロジスティックス部長 

  豊田 洋介   取締役 上席執行役員 管理・システム本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長 

  髙橋 正人   取締役相談役 

  横山 ぬい   取締役（社外） 

  柴田 英二   取締役（社外） 

金野  修   監査役 

角倉 文明   監査役（社外） 

寄井 真二郎  監査役（社外） 

松本 浩伸   監査役（社外） 

 

河野 俊之   上席執行役員 生鮮食品事業部長 

大園 文彦   執行役員 店舗開発部長 

源  健治   執行役員 衣料・住関連事業部長 兼 ＦＣ事業運営部長 

加藤 政文   執行役員 テナント事業部長 

長野  良   執行役員 ノンストアリテイル事業部長 兼 新規事業課長 

月原 文子   執行役員 お客様サービス・品質管理推進室長 

徳田 知浩   執行役員 広島運営事業部長 

西山 博明   執行役員 愛媛（東南予）運営事業部長 

中野  修   執行役員 香川・徳島運営事業部長 兼 高知運営事業部長 

下石 智巻   執行役員 加工食品事業部長 

向井 雅彦   執行役員 山口運営事業部長 

鶴岡 大吾   執行役員 エミフルＭＡＳＡＫＩ支配人 

木村 正博   執行役員 愛媛（中予）運営事業部長 （新任） 

村上  聡   執行役員 情報システム部長     （新任） 

 


