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2006 年 3 月 1 日 
各      位 

会 社 名  ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社  
代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長  増 田 宗 昭  

（コード番号  4756  東証第１部） 
問合せ先 取締役 管理本部副本部長 谷田昌広  

（TEL．03－5424－1381） 
 

人事異動のお知らせ 
 
  当社の 2006 年３月 1 日付「持株会社制」への移行に伴う人事異動につき、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 役員の人事異動（2006 年 3 月 1 日付）  

※ （注）カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を以下「CCC(株)」と称し、 
     株式会社 TSUTAYA を以下「(株)TSUTAYA」と称します。 
氏名 新役職名/所属 旧役職名/所属 

増田 宗昭 CCC(株) 代表取締役社長 
兼      企画本部長 
兼 (株)TSUTAYA 代表取締役社長 
兼              FC 事業本部長 
兼              FC 事業本部  

開発本部長 
兼              商品本部長 
兼              IT 統轄本部 CIO 

CCC(株) 代表取締役社長 
兼         FC 事業本部長 
兼          FC 事業本部  

開発本部長 
兼       商品本部長 
兼      ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事業本部長 
兼      企画本部 IT 統轄本部 
       CIO 
兼          企画本部長 

日下 孝明 CCC(株) 取締役 
兼 (株)TSUTAYA 代表取締役副社長 

CCC(株) 取締役 

笠原 和彦 CCC(株) 取締役 CCC(株) 代表取締役副社長 
兼        ｶｰﾄﾞ事業本部長 

喜吉  憲 CCC(株) 取締役 
兼    管理本部長 
兼 (株)TSUTAYA 取締役 
兼         管理本部長 

CCC(株) 代表取締役副社長 
兼       管理本部長 

谷田 昌広 CCC(株) 取締役 
兼      管理本部 副本部長 
兼               財務担当ｵﾌｨｻｰ 
兼 (株)TSUTAYA 取締役 
兼                管理本部 副本部長 
兼                財務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) 常務取締役 
兼       管理本部 副本部長 
兼       財務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

木村 元昭 (株)TSUTAYA 取締役 
兼          FC 事業本部  

副本部長 
兼           直営事業本部長 

CCC(株) 取締役 
兼      FC 事業本部 副本部長 
兼      直営事業本部長 

髙木  徹 (株)TSUTAYA 取締役 
兼             FC 事業本部  

店舗支援本部長 
兼           ｻﾝﾚｼﾞｬｰ PJ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼            IT 統轄本部 CIO 代理 

CCC(株) 取締役 
兼     FC 事業本部  

店舗支援本部長 
兼     ｻﾝﾚｼﾞｬｰ PJ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼      企画本部 IT 統轄本部 
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       CIO 代理 
釜田 雅彦 (株)TSUTAYA 取締役 

兼             FC 事業本部 副本部長 
兼            運営本部長 
 

CCC(株) 取締役 
兼       FC 事業本部  

副本部長 
兼      運営本部長 

大橋 博行 CCC(株) 常勤監査役 
兼 (株)TSUTAYA 常勤監査役 

CCC(株) 常勤監査役 

脇  尊裕 CCC(株) 企画本部 経営企画室長 
兼 (株)TSUTAYA 監査役 

CCC(株) 企画本部 経営企画室長 

安房 正浩 CCC(株) 企画本部 経営戦略室長 
兼 (株)TSUTAYA 監査役 

CCC(株) 企画本部 経営戦略室長 
兼       IT 統轄本部 
        IT ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室  
          IT 企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

 
２． 社員の人事異動（2006 年 3 月 1 日付） 

（１）当社の 2006 年３月 1 日付「持株会社制」への移行に伴う社員の人事異動 
氏名 新役職名/所属 旧役職名/所属 

田原 研児 (株)TSUTAYA 管理本部  
人事管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) 管理本部  
人事管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

須藤 伸一 (株)TSUTAYA 管理本部 経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

兼           人事ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼 CCC(株) 管理本部 経理担当ｵﾌｨｻｰ 

CCC(株) 管理本部 経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

兼      人事ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

味村 隆司 (株)TSUTAYA 管理本部  
             法務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼           法務ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼 CCC(株) 管理本部 法務担当ｵﾌｨｻｰ 

CCC(株) 管理本部 執行役員 
兼      法務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼       法務ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

大橋 昌次 (株)TSUTAYA 管理本部  
総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

兼           法務ｸﾞﾙｰﾌﾟ  
ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) 管理本部 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

兼      法務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
第一ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

藤田  敦 (株)TSUTAYA 管理本部 
            危機管理監査室長 

CCC(株) 管理本部  
危機管理監査室長 

古川  均 (株)TSUTAYA IT 統轄本部長 
兼            IT 統轄本部  

IT ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長 
兼           IT 推進室長 
兼 CCC(株) 企画本部 IT 統轄室長 

CCC(株) 企画本部 IT 統轄本部長 
兼       企画本部  

IT 統轄本部  
IT ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長 

兼       IT 推進室長 
杉山 敦之 (株)TSUTAYA IT 統轄本部  

情報ｾｷｭﾘﾃｨ室長 
兼           IT 推進室 
             商品事業ｼｽﾃﾑﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) 企画本部 IT 統轄本部  
情報ｾｷｭﾘﾃｨ室長 

兼      IT 推進室  
商品事業ｼｽﾃﾑﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

高橋 誉則 (株)TSUTAYA FC 事業本部  
FC 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

兼           FC 能力開発ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部  
FC 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

兼 CCC(株)  FC 能力開発ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

兼          企画本部  
人事企画室長 

竹内  仁 (株)TSUTAYA FC 事業本部  
FC 事業統括室長 

CCC(株) FC 事業本部 執行役員 
兼       FC 事業統括室長 

川村 興市 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部 
            副本部長 

CCC(株) FC 事業本部 執行役員 
兼      商品本部 副本部長 

橋本 貴行 (株)TSUTAYA FC 事業本部  CCC(株) FC 事業本部  
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FC 経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼            FC 経理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

FC 経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼      FC 経理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

田邉 雄志 (株)TSUTAYA FC 事業本部 開発本部  
副本部長 

兼             出店企画室長 

CCC(株) FC 事業本部 開発本部  
副本部長 

兼       出店企画室長 
山田 邦英 (株)TSUTAYA FC 事業本部 開発本部  

             東日本開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
CCC(株) FC 事業本部 開発本部  
        東日本開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

高田  修 (株)TSUTAYA FC 事業本部 開発本部  
             西日本開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  
兼           営業開発ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 開発本部  
        西日本開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  
兼       営業開発ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

藤森  治 (株)TSUTAYA FC事業本部 店舗支援本部

             物販ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼           FC 事業本部  
             ｻﾝﾚｼﾞｬｰ PJ 

CCC(株) FC事業本部 店舗支援本部

        物販ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼       FC 事業本部  
        ｻﾝﾚｼﾞｬｰ PJ 

上島 隆司 (株)TSUTAYA FC事業本部 店舗支援本部

             ｻﾌﾟﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
CCC(株) FC事業本部 店舗支援本部

        ｻﾌﾟﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
稲越 陽一 (株)TSUTAYA FC事業本部 店舗支援本部

             店舗規格ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼             ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC事業本部 店舗支援本部

        店舗規格ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼      ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

片山雄一郎 (株)TSUTAYA FC事業本部 店舗支援本部

             店舗業務管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
CCC(株) FC事業本部 店舗支援本部

        店舗業務管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
金田 司顕 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

副本部長 
CCC(株) FC 事業本部 執行役員 
兼       FC 事業本部 運営本部  

副本部長 
舟木  徹 (株)TSUTAYA FC 事業本部  

商品本部長補佐 
CCC(株) FC 事業本部 執行役員 
兼       FC 事業本部  

商品本部長補佐 
佐藤  淳 (株)TSUTAYA FC 事業本部  

商品本部長補佐 
兼            ｾﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

事業戦略ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 執行役員 
兼      商品本部長補佐 
兼      ｾﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

事業戦略ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
平本 雅則 (株)TSUTAYA FC 事業本部  

運営本部長補佐 
CCC(株) FC 事業本部  

運営本部長補佐 
恒松 正一 (株)TSUTAYA FC 事業本部  

運営本部長補佐 
CCC(株) FC 事業本部  

運営本部長補佐 
根上 壽雄 (株)TSUTAYA FC 事業本部  

運営本部長補佐 
CCC(株) FC 事業本部  

運営本部長補佐 
上山  顕 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

改装推進室長 
兼             ﾌｧｼﾘﾃｨﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼             改装推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
改装推進室長 

兼      ﾌｧｼﾘﾃｨﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼      改装推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

木村  仁 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部 
             事業計画推進室長 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部 
        事業計画推進室長 

梅谷 知宏 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  
北海道支店長 

兼           北海道第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
北海道支店長 

兼       北海道第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
小谷 青毅 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

東北支店長 
兼           東北第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
東北支店長 

兼      東北第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
高橋 秀樹 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

信越支店長 
CCC(株) FC 事業本部 運営本部  

信越支店長 
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兼             信越第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 兼       信越第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
小山 健一 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

北関東支店長 
CCC(株) FC 事業本部 運営本部  

北関東支店長 
高原 祥有 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

東関東支店長 
兼             東関東第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
東関東支店長 

兼       東関東第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
長島 弘明 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

東京支店長 
兼            東京第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
東京支店長 

兼      東京第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
清宮 俊之 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

神奈川支店長 
兼            神奈川第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
神奈川支店長 

兼       神奈川第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
藤田 哲朗 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

静岡支店長 
兼             静岡第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
静岡支店長 

兼       静岡第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
長谷川昌行 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

中部支店長 
兼      中部第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
中部支店長 

兼      中部第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
岸本 裕之 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

北陸支店長 
兼           北陸第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼            北陸第三ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
北陸支店長 

兼        北陸第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼      北陸第三ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

矢田  猛 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  
関西支店長 

兼             関西第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
関西支店長 

兼      関西第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
伊達  哲 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

大阪支店長 
CCC(株) FC 事業本部 運営本部  

大阪支店長 
野村 拓也 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

中四国支店長 
兼           中四国第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 運営本部  
中四国支店長 

兼      中四国第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
大塚  猛 (株)TSUTAYA FC 事業本部 運営本部  

九州支店長 
CCC(株) FC 事業本部 運営本部  

九州支店長 
山縣 英世 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部  

副本部長補佐 
兼             FC 事業本部 商品本部  

BOOK 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ  
ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部  
副本部長補佐 

兼      FC 事業本部 商品本部  
BOOK 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ  
ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

小木  浩 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部  
副本部長補佐 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部  
副本部長補佐 

山坂 伸一 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部 
             商品営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部 
        商品営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

滝口  彰 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部 
             販促ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部 
        販促ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

白方 啓文 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部 
             ﾚﾝﾀﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼           ｺﾐｯｸﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部 
        ﾚﾝﾀﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼      ｺﾐｯｸﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

菅沼 博道 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部 
             ｾﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼            VA ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部 
       ｾﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼      VA ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

尾花 佳代 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部  
ｹﾞｰﾑ・ﾘｻｲｸﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

CCC(株) FC 事業本部 商品本部  
ｹﾞｰﾑ・ﾘｻｲｸﾙ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
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高野 幸生 (株)TSUTAYA FC 事業本部 商品本部  
             BOOK 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼            大型出店展開ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) FC 事業本部 商品本部  
        BOOK 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
兼       大型出店展開ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

 
（２）新任となる社員の人事異動（2006 年 3 月 1 日付） 

氏名 新役職名/所属 旧役職名/所属 
中野 崇仁 (株)TSUTAYA ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ管理室長 

兼            管理本部 
財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ IR ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

CCC(株) 管理本部 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
IR ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

兼      財務ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
兼       経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 連結ﾁｰﾑ 

 
      以  上 


