
 

 

 

 

平成２７年１月２６日 

各  位 

会 社 名 株式会社 フ ジ 

代 表 者 名 代表取締役社長 尾 﨑 英 雄 

コード番号 ８２７８ 東証第一部 

問 合 せ 先 常務取締役 企画・開発本部長 

佐 伯 雅 則  

（TEL 089-922-8112） 

 

 経営管理機構の変更および代表取締役の異動と人事異動 

      ならびに連結子会社の代表取締役の異動について 

 

平成２７年１月２６日開催の取締役会において、平成２７年３月１日付の経営管理機構の

変更および代表取締役の異動と人事異動を次のように決議しましたのでお知らせします。

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します。 

 

１．経営管理機構の変更 

  （目的） 

① 顧客視点経営の推進 

② ＭＤ改革の深耕 

③ 新規事業の育成強化 

④ 経営の効率化 

（内容） 

① テナント事業部およびノンストアリテイル事業部を営業担当の直轄とする。 

② 衣料・住関連事業部の第一商品部から第五商品部を再編し第一商品部（婦

人・紳士・子供・スポーツ）第二商品部（履物・服飾・実用）第三商品部（ホ

ームファッション・文玩）とする。 

③ 加工食品事業部第二商品部（ドライ・酒）と第三商品部（ハウスキーピング）

を統合し第二商品部（ドライ・酒・ハウスキーピング）とする。 

④ 営業支援プロジェクトを新設し商品事業本部におく。 

⑤ 生鮮事業部を生鮮食品事業部と改称する。 

⑥ 外商事業を各店舗の所属からノンストアリテイル事業部の所属とする。 



 

⑦ 広報・お客様サービス推進室を分部し広報秘書課は総合企画部に移管する。

また、お客様サービス推進課は環境保全推進・品質管理室に移管し、あわせ

てお客様サービス・品質管理推進室とする。 

⑧ 人事総務部 法務コンプライアンス推進室を内部監査室に統合し、内部監

査・コンプライアンス推進室とする。 

 

 

２．代表取締役の異動（平成２７年３月１日付） 

     新役職         氏名      現役職 

 

  代表取締役専務 専務執行役員 営業担当 

                大内 健二 

                      （取締役） 

  異動の理由および略歴等については別紙に記載いたします。 

 

 

３．取締役の異動（平成２７年３月１日付） 

新役職         氏名      現役職 

 

専務取締役 専務執行役員 企画・開発本部長 兼 総合企画部長 

              佐伯 雅則 

（常務取締役 常務執行役員  

企画・開発本部長 兼 総合企画部長） 

 

常務取締役 常務執行役員 営業副担当 兼 商品事業本部長 

              髙橋 正人 

（常務取締役 常務執行役員 営業担当 

兼 商品事業本部長） 

 

取締役 執行役員 営業関連統括部長 

              三秋 忍 

                    （取締役 執行役員 商品事業副本部長 

  兼 衣料・住関連事業部長） 

 

                



４．取締役の退任および新任（定時株主総会開催時を予定いたします） 

               氏名      現役職 

（退任取締役） 

              桑原 博 

                  （取締役 上席執行役員  

店舗運営事業本部長） 

              髙月 政司 

                    （取締役 執行役員 営業関連統括部長） 

              金野 修 

                      （取締役） 

桑原博は㈱フジファミリーフーズの代表取締役社長 髙月政司は㈱フジ・カードサー 

ビスの代表取締役社長 また、金野修は当社監査役にそれぞれ就任予定です。 

 

（新任取締役）               

取締役 上席執行役員 店舗運営事業本部長 

              森田 英樹 

                    （上席執行役員 生鮮事業部長） 

 

 

５．監査役の退任および新任（定時株主総会開催時を予定いたします） 

               氏名       

（退任監査役） 

              髙瀬 康則 

（新任監査役） 

              金野 修 

 

 

６．執行役員の異動 (平成２７年３月１日付) 

新役職         氏名      現役職 

 

執行役員 ノンストアリテイル事業部長 

              松川 健嗣 

                    （執行役員 高知運営事業部長） 

執行役員 生鮮食品事業部長 

              仙波 保幸 

                    （執行役員 加工食品事業部長） 



執行役員 お客様サービス・品質管理推進室長 

              林 ゆかり 

（執行役員  

広報・お客様サービス推進室長） 

 

（新任執行役員） 

執行役員 衣料・住関連事業部長 兼 第一商品部長(婦人・紳士・子供・スポーツ) 

             吉田 勇夫 

                    （衣料・住関連支援部長） 

執行役員 高知運営事業部長 

             古泉 有浩 

                    （フジグラン松山店長） 

  執行役員 加工食品事業部長 兼 ＺＹ事業運営部長 

                植田 真也 

                       （フジグランナタリー店長） 

  執行役員 愛媛（中予）運営事業部長 

                塩出 徳子 

                       （ＦＣ事業・新規ライン開発部長） 

 

 

７．一般人事 (平成２７年３月１日付) 

新役職         氏名      現役職 

 

加工食品事業部 第二商品部長(ドライ・酒・ハウスキーピング) 

     向井 雅彦  （人事総務部） 

    

衣料・住関連事業部 ＦＣ事業・新規ライン開発部長 

                               寺内 徹   （衣料・住関連事業部 第四商品部長） 

     

衣料・住関連事業部 衣料・住関連支援部長 

                高橋 雅人  （衣料・住関連支援部  

スーパーバイザー） 

     

衣料・住関連事業部 第二商品部長(履物・服飾・実用) 

                源 健治   （衣料・住関連事業部 第一商品部長） 

 



衣料・住関連事業部 第三商品部長(ホームファッション・文玩) 

                大向 能文  （フジグラン丸亀 衣料・住関連課長） 

 

商品事業本部 営業支援プロジェクトリーダー 

              小笠原 真志 （人事総務部 総務課長） 

 

営業業務部長 兼 営業推進課長 

  元永 泰広  （営業業務部 営業推進課長） 

 

  内部監査・コンプライアンス推進室長 

        朝日 哲也  （人事総務部  

法務コンプライアンス推進室長） 

 

  情報システム部長 兼 システム開発課長 

                重松 昌司  （環境保全推進・品質管理室長） 

 

フジグランエミフル松前店長 越智 章次郎 （フジグラン西条店長） 

   

フジグラン松山店長      谷尾 和幸  （フジグラン東広島店長） 

   

フジグラン重信店長      徳永 隆明  （フジグラン丸亀店長） 

   

フジ和気店長         渡辺 直人  （加工食品事業部 第三商品部 

 バイヤー） 

   

フジ安城寺店長        紙川 希巳典 （フジ道後店長） 

 

フジ姫原店長         村上 由紀美 （フジ松末店長） 

   

フジ北斎院店長        村井 健嗣   （フジグラン宇部 食品課長） 

 

フジ垣生店長        山内 清次  （フジグラン阿南店長） 

 

フジ道後店長        池田 浩     （フジ西条玉津店長） 

   

フジ松末店長         牧 有加里  （フジ夏目店 食品課長代行） 



  フジ松前店長         齋藤 正人  （フジグラン高陽 食品課長代行） 

   

フジ見奈良店長        宮崎 茂   （フジ姫原店長） 

   

フジグラン川之江店長     吉岡 淳也  （フジグラン北宇和島店長） 

   

フジグラン新居浜店長     秋好 正崇  （フジ今治店長） 

   

フジグラン西条店長      森 雄司   （フジグラン高知店長） 

   

フジグラン北宇和島店長    伊藤 弓子  （フジ楠上店長） 

   

フジ東田店長        三野 将吾  （フジ藤原店 食品課長代行） 

   

フジ西条玉津店長      山本 秋夫  （フジ洋光台店長） 

   

フジ今治店長         星野 誠   （フジグラン岩国店長） 

   

フジ吉田店長        平松 拓也  （フジグラン今治 食品課長代行） 

 

フジ南宇和店長       原田 恵一  （フジ中村店長） 

   

フジグラン丸亀店長     木谷 晃二  （フジ志度店長） 

 

フジグラン阿南店長     井上 泰   （フジグラン尾道店長） 

 

フジ志度店長          高石 正勝  （フジ見奈良店長） 

     

フジ楠上店長        大塚 真吾  （フジグラン三原 食品課長） 

     

フジグラン野市店長     鐘井 妥   （フジ安城寺店長） 

   

フジグラン葛島店長     宇野 直人  （人事総務部 人事課長） 

   

フジグラン高知店長      木村 正博  （フジ南宇和店長） 

   



フジグラン四万十店長    先本 善郎  （フジ長門店長） 

 

フジ中村店長        西岡 克治  （フジ和気店長） 

 

フジグラン神辺店長     加藤 政文  （衣料・住関連事業部 第二商品部長） 

   

フジグラン尾道店長      宇都宮 猛  （フジグラン松山 食品課長） 

   

フジグラン東広島店長    利田 光洋  （フジグラン広島 食品課長） 

 

フジグラン安芸店長     亀田 能史  （フジグラン広島 衣料・住関連課長）  

 

フジグラン高陽店長     白形 光泰  （フジグラン四万十店長） 

 

  フジグランナタリー店長   友田 聡   （フジ庚午店長） 

    

フジ庚午店長         中矢 耕治  （フジ北斎院店長） 

   

フジ白島店長        井出 昌幸  （人事総務部） 

 

フジ洋光台店長       大西 謙一  （広報・お客様サービス推進室 

                               エキスパート） 

   

フジグラン岩国店長     三宅 清士  （フジグラン葛島店長） 

 

 

フジ長門店長        栗原 宏   （フジグラン松山  

衣料・住関連課長代行） 

 

  総合企画部 広報秘書課長  八幡 裕子  （総合企画部 

 カンパニーズ戦略課 係長） 

 

  人事総務部 人事課長    西山 博明  （フジグランエミフル松前店長） 

 

  人事総務部 総務課長    坂田 章   （人事総務部 労務政策課 係長） 

 



８．連結子会社の代表取締役の異動 

                 

株式会社 フジファミリーフーズ（平成２７年３月１日付） 

   新役職         氏名        現役職 

 

代表取締役社長       桑原 博      （取締役） 

 

 

フジ・ＴＳＵＴＡＹＡ・エンターテイメント株式会社（平成２７年３月１日付） 

   新役職         氏名        現役職 

 

代表取締役社長       尾﨑 豊      （取締役） 

 

 

株式会社 フジ・カードサービス（定時株主総会開催時を予定いたします） 

   新役職         氏名         

 

代表取締役社長       髙月 政司     

 

 

株式会社 フジマート（平成２７年３月１日付） 

新役職         氏名        現役職 

   

代表取締役社長       徳田 知浩     （取締役）  

    

   

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

 

１．異動の理由 

顧客視点経営の推進とＭＤ改革の深耕ならびに新規事業の育成強化を図る。 

 

２．新任代表取締役専務の略歴 

  〈 氏 名 〉 大内 健二（おおうち けんじ） 

  〈 生年月日 〉 昭和 29 年 10 月 1 日 

  〈 略 歴 〉 昭和 52 年 5 月 当社入社 

          平成 19 年 3 月 常務執行役員 商品事業本部長 

          平成 19 年 5 月 取締役 常務執行役員 商品事業本部長 

平成 22 年 3 月 常務取締役 常務執行役員  

     開発・管理本部長 兼 総合企画部 管掌 

平成 23 年 3 月 常務取締役 常務執行役員 

     営業副担当 兼 店舗運営事業本部長 

平成 25 年 3 月 株式会社フジファミリーフーズ 

代表取締役社長(現) 

当社 取締役(現) 

  〈保有株式数〉4,932 株（平成 26 年 12 月 31 日時点） 

 

 

 以 上 


