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平成 29年 1月 30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 専務取締役 経営企画担当 

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 29 年 1 月 30 日開催の取締役会において、平成 29 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 意思決定の迅速化 

③ 経営の効率化 

 

（内 容） 

① 開発・管理本部を開発・管理担当に改称する。 

② 商品事業本部に食品事業統括部を新設しスーパーマーケット事業の強化を図る。 

③ 生鮮食品事業部の新規事業プロジェクトをマルシェ事業運営部に改称する。 

④ 加工食品事業部のＺＹ事業運営部を加工食品支援部に移管する。 

⑤ 衣料・住関連事業部のＦＣ事業・新規ライン開発部をＦＣ事業運営部に改称する。 

⑥ 香川・徳島運営事業部のザ・カジュアル池田店を愛媛（東南予）運営事業部へ移

管し、フジグラン川之江管轄とする。 

⑦ 営業支援プロジェクトを商品事業本部から販売企画・マーケティング部へ移管し、

営業支援課とする。 

⑧ ロジスティックス部にロジスティックス課と生鮮センター課を新設し機能強化を

図る。 
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２．代表取締役の異動（平成 29年 3月 1日付） 

     新役職         氏名      現役職 

 

  取締役相談役       

                大内 健二  （代表取締役専務 専務執行役員 営業担当） 

大内 健二は引き続き㈱フジデリカ・クオリティの代表取締役社長を兼務いたします。 

 

代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当 兼 財務部長 

              山口 普   （常務取締役 常務執行役員 営業副担当 

                               兼 商品事業本部長） 

 

代表取締役専務 専務執行役員 営業担当 兼 ノンストアリテイル事業部長 

              髙橋 正人  （常務取締役 常務執行役員 

 開発・管理本部長 兼 店舗開発部長） 

 

   異動の理由及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 29年 3月 1日付） 

新役職         氏名      現役職 

 

  常務取締役 常務執行役員 商品事業本部長 兼 食品事業統括部長 

                森田 英樹  （取締役 上席執行役員 

 店舗運営事業本部長） 

 

取締役 上席執行役員 営業関連統括部長 

              三秋 忍   （取締役 執行役員 営業関連統括部長） 

 

取締役 

           佐伯 雅則  （専務取締役 専務執行役員  

経営企画担当 兼 総合企画部長） 

佐伯 雅則は㈱フジセキュリティの代表取締役社長を兼務いたします。 

 

 

４．退任取締役および新任取締役候補者（第 50回定時株主総会を経て正式決定する予定です） 

               氏名      現役職 

（退任取締役） 

              福山 公平  （取締役相談役） 

 

              一ノ宮 武文 （取締役） 
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（新任取締役候補者）               

取締役 上席執行役員 店舗運営事業本部長 兼 愛媛（中予）運営事業部長 

              仙波 保幸  （上席執行役員 生鮮食品事業部長） 

 

取締役 上席執行役員 経営企画担当 兼 総合企画部長 

              松川 健嗣  （執行役員 ノンストアリテイル事業部長） 

 

 

５．執行役員の異動 （平成 29年 3月 1日付） 

新役職         氏名      現役職 

   

上席執行役員 人事総務部長  

                大西 文和  （執行役員 人事総務部長 兼 財務部長） 

 

上席執行役員 テナント事業部長 

              吉田 勇夫  （執行役員 テナント事業部長） 

 

  執行役員 愛媛（東南予）運営事業部長  

                徳永 隆明  （執行役員 愛媛（中予）運営事業部長） 

 

 

（新任執行役員） 

執行役員 業務改善推進部長  

             秋山 みゆき （業務改善推進部長） 

 

執行役員 生鮮食品事業部長 

             河野 俊之  （生鮮食品事業部 第二商品部長） 

 

  執行役員 店舗開発部長 兼 四国開発課長  

                豊田 洋介  （総合企画部 次長） 

 

 

（退任執行役員） 

               重松 敬三  （執行役員 愛媛（東南予）運営事業部長） 
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６．一般人事 （平成 29年 3月 1日付） 

新役職         氏名      現役職 

 

  生鮮食品事業部 第二商品部長（青果） 

                越智 章次郎 （フジグランエミフル松前店長） 

 

  生鮮食品事業部 第三商品部長（鮮魚） 

                村上 豊   （生鮮食品事業部 第三商品部バイヤー） 

 

生鮮食品事業部 マルシェ事業運営部長 兼 エフ・マルシェ古川店長 

              寄川 豊和  （エフ・マルシェ古川店長 兼  

エフ・マルシェ南吉田店長） 

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） 

     八石 秀貴  （加工食品事業部 加工食品支援部長） 

    

加工食品事業部 加工食品支援部長 

     下石 智巻  （フジグラン松山 食品課長） 

    

衣料・住関連事業部 第一商品部長（婦人・紳士・子供） 

                高橋 収一  （フジグラン重信 衣料・住関連課長） 

 

衣料・住関連事業部 第三商品部長（ホームファッション・文具玩具） 

                川村 保文  （フジグラン野市 衣料・住関連課長） 

 

衣料・住関連事業部 衣料・住関連支援部長 

                大向 能文  （衣料・住関連事業部 第三商品部長） 

 

  愛媛（中予）運営事業部 運営マネジャー 

                佐藤 寿一  （フジグラン広島店長） 

 

  愛媛（東南予）運営事業部 運営マネジャー 

                利田 光洋  （フジグラン東広島店長） 

 

  広島運営事業部 運営マネジャー 

                飯野 紀彦  （フジグラン北島店長） 

 

  テナント事業部 小売専門店部長 

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

 

  営業業務部長  

                桝本 能仁  （フジグラン緑井 次長 兼 業務課長） 
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  ロジスティックス部長 兼 生鮮センター課長 

                宮内 誠   （生鮮食品事業部 第三商品部長） 

 

  フジグランエミフル松前店長 吉岡 淳也  （フジグラン川之江店長） 

 

  フジ夏目店長         田村 光運  （フジグラン西条店長） 

   

フジ安城寺店長        中田 関也  （フジ宿毛店長） 

   

フジ本町店長         山口 定廣  （フジ新南陽店長） 

   

フジ松江店長         渡部 敬太  （加工食品支援部 スーパーバイザー） 

 

フジ砥部店長         今井 理   （衣料・住関連事業部 第三商品部 

バイヤー） 

フジ砥部原町店長       安永 覚司   （フジグランエミフル松前 食品課長代行） 

 

フジグラン川之江店長    高橋 慶浩    （フジ夏目店長） 

 

フジグラン西条店長     小島 弘文  （フジグラン十川店長） 

   

フジグラン北宇和島店長   井出 昌幸  （フジ白島店長） 

 

  フジ川之江店長       西山 和志  （生鮮食品支援部 スーパーバイザー） 

   

フジ三島店長        山本 建二  （フジ本町店長） 

   

フジ内子店長         小西 和俊  （フジ長門店 食品課長） 

   

フジ八幡浜店長        辻田 善之  （フジ川之江店長） 

   

フジグラン十川店長      伊藤 弓子  （フジグラン北宇和島店長） 

   

フジグラン北島店長     紙川 希巳典 （フジ安城寺店長） 

 

  フジグラン石井店長     中野 修   （フジ三島店長） 

   

フジ宿毛店長        酒井 雅人  （フジ内子店長） 

   

フジグラン東広島店長    山本 英樹  （フジ八幡浜店長） 
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  フジグラン広島店長     友田 聡   （フジグランナタリー店長） 

 

フジグランナタリー店長   向井 雅彦  （加工食品事業部 第二商品部長） 

   

フジ熊野店長        平垣内 淳  （フジ砥部店長） 

 

フジ白島店長        三好 素平  （フジグラン広島 食品課長） 

 

フジグラン岩国店長     森脇 徹   （フジ南岩国店長） 

     

フジ南岩国店長       山下 健   （フジ西宇部店長） 

     

フジ新南陽店長       藤元 忠雄  （フジ熊野店長） 

   

フジ西宇部店長       加藤 忠晴  （フジグラン重信 食品課長） 

   

エフ・マルシェ南吉田店長  泉 眞事   （フジ砥部原町店長） 

   

  総合企画部 次長      大園 文彦  （店舗開発部 次長 兼 四国開発課長） 

 

  店舗開発部 建築設計課長  國田 勝裕  （フジ松江店長） 

 

  財務部 財務管理課長    宮川 晃幸  （人事総務部） 

 

  販売企画・マーケティング部 営業支援課長 

                矢野 恭子  （営業支援プロジェクト担当） 

 

  営業業務部 営業推進課長 

  秦 エリ子  （業務改善推進部 エキスパート） 

 

  ロジスティックス部 ロジスティックス課長 

                安藤 和久  （ロジスティックス部 係長） 

 

  ノンストアリテイル事業部 ネットビジネス課長 

                谷 孝行   （加工食品事業部 第二商品部バイヤー） 

 

  ノンストアリテイル事業部 新規事業課長 

                川上 高広  （ノンストアリテイル事業部 

                                 ネットビジネス課長） 
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７．連結子会社の代表取締役の異動（平成 29年 3月 1日付） 

 

株式会社フジセキュリティ 

    新役職          氏名      現役職 

 代表取締役会長       福山 公平  （代表取締役社長） 

 

 代表取締役社長       佐伯 雅則       

 

 

株式会社フジマート四国 

    新役職          氏名      現役職 

 代表取締役社長       重松 敬三 

 現 代表取締役社長の家髙 大幸は㈱フジのエミフルＭＡＳＡＫＩ副支配人に就任いたします。 

 

 

フジ・ＴＳＵＴＡＹＡ・エンターテイメント株式会社 

    新役職          氏名      現役職 

 代表取締役社長       塩﨑 圭三  （取締役） 

 

 取締役相談役        尾﨑 豊   （代表取締役社長） 

 

 

 

以 上 
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（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意思決定の迅速化ならびに経営の効率化を図る。 

 

２．退任代表取締役の略歴 

  〈 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 

 

３．新任代表取締役の略歴 

  〈 氏 名 〉 山口 普（やまぐち ひろし） 

  〈 生年月日 〉 昭和 34年 3月 30日 

  〈 略 歴 〉 昭和 56年 4月 当社入社 

          平成 21年 3月 執行役員 改善推進部長 

          平成 23年 5月 取締役 執行役員 人事部長 兼 総務部長 

平成 26年 3月 常務取締役 常務執行役員 

 管理本部長 兼 財務部長 

        平成 28年 3月 常務取締役 常務執行役員 

             営業副担当 兼 商品事業本部長（現） 

  〈保有株式数〉7,356株（平成 28年 12月 31日時点） 

 

  〈 氏 名 〉 髙橋 正人（たかはし まさと） 

  〈 生年月日 〉 昭和 34年 6月 10日 

  〈 略 歴 〉 昭和 57年 3月 当社入社 

          平成 21年 3月 執行役員 高知運営事業部長 

          平成 23年 5月 取締役 執行役員 総合企画部長 

平成 26年 3月 常務取締役 常務執行役員 

 営業担当 兼 商品事業本部長 

        平成 28年 3月 常務取締役 常務執行役員 

           開発・管理本部長 兼 店舗開発部長（現） 

  〈保有株式数〉7,393株（平成 28年 12月 31日時点） 

 

４．就任予定日 

  平成 29年 3月 1日 

 

 

以  上 


