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２００７年度　組織・人事のお知らせ

　株式会社ファミリーマート（本社　東京都豊島区／代表取締役社長　上田準二）は、本

日開催致しました臨時取締役会において、２００７年度の組織改編、及び役員・部長人事

を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【 組織改編 】 （2007 年 3 月 1 日付）

１．本部

　（１）経営戦略の推進強化を目的として、「総合企画部」を「総合企画本部」に名称を変

更する。また、総合企画部にあった「経営企画室」「経営管理室」「マーケティング室」を、

それぞれ「経営企画部」「経営管理部」「マーケティング部」に名称を変更する。加えて、「マ

－ケティング部」に分掌役員制からの体制変更に伴う経営トップのサポート組織として「デ

ィストリクト業務室」を新設する。
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　（２）管理部門における業務の効率化を目的として、「総務人事本部」と「経理財務本部」

を統合し、「管理本部」とする。また、「総務人事本部」にあった「総務部」と「人事部」

を統合し、「総務人事部」とする。

２．商品本部

　（１）日用品・コンテンツビジネス・サービス分野への総合的な対応、及び業務の効率

化を目的として、「サービス部」「日用品・エンターテイメント部」を統合し、「日用品・サ

ービス部」とする。

　（２）ファミマフレッシュ 1,000 店体制確立に向けた商品開発と売場展開の機動的な推
進を目的として、「ファミマフレッシュ推進室」の機能を強化し、「ファミマフレッシュ推

進部」に改称する。

３．開発本部

　（１）高質店の出店に向けた審査機能、及び分析・検証業務の強化を目的として、「出店

審査部」を新設する。

　（２）法人開発の強化を目的として、「プロジェクト開発室」と「広域戦略室」を統合し、

「プロジェクト開発部」とする。
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４．オペレーション本部

　（１）ディストリクト現場での管財業務の機動性向上、及び業務の効率化を目的として、

ディストリクト駐在のＦＣ管財担当の業務を各ディストリクトに移管した上で、「ＦＣ管

財部」を「ＦＣ管財業務部」に名称を変更する。

５．システム本部

　（１）次期店舗システムの導入推移に伴い、「次期店舗システム推進室」を廃止する。

６．広報部

　（１）ＩＲ機能の強化、及び社外イメージの向上を目的として、「広報部」を「広報・Ｉ

Ｒ部」に名称を変更する。また、「広報・ＩＲ部」に「ＩＲ室」を新設する。

７．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

　（１）リスク管理体制の強化、及び倫理法令遵守体制の強化を目的として、「リスクマネ

ジメント・コンプライアンス委員会」内に、「危機管理部会」「コンプライアンス部会」「情

報管理部会」を設置する。

８．店舗システムユーザー委員会

　（１）加盟店の発注精度向上、ＳＶの指導力向上に向け、店舗システムの活用を目的と

して「店舗システムユーザー委員会」を発足、組織化する。

【 人事異動 】

　ファミリーマートが 1982年に設立され、設立後初めて新卒社員を定期採用した 1983年
の入社組から、初めて取締役を誕生させます。また、引続き現場を重視した人材配置を強

化し、厳しさを増す環境と闘ってまいります。

１． 執行役員の退任（2007 年 2 月 28 日付）

執行役員 加藤　正幸

ＦＣ管財部 ⇒ ＦＣ管財業務部

  ＩＲ室

広報部 ⇒ 広報・ＩＲ部



２．取締役の異動（2007 年 3 月 1 日付）

新業務 旧業務

植田　四三郎 専務取締役　専務執行役員

開発本部長

専務取締役　専務執行役員

オペレーション本部長

（兼）西日本分掌役員

（兼）お客様相談室管掌

（兼）加盟店相談室管掌

播磨　眞一郎 専務取締役　専務執行役員

総合企画本部長

（兼）ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員長

専務取締役　専務執行役員

総合企画部長

（兼）ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員長

池田　正洋 常務取締役　常務執行役員

株式会社江洋商事　取締役

常務取締役　常務執行役員

総務人事本部長

（兼）社会・環境推進部管掌

（兼）コンプライアンス委員長

（兼）情報管理室管掌

横田　孝行 常務取締役　常務執行役員

商品本部長

常務取締役　常務執行役員

商品本部長

（兼）東日本分掌役員

高橋　商太 取締役　常務執行役員

特命事項担当

取締役　常務執行役員

開発本部長

宮本　芳樹 取締役　常務執行役員

管理本部長

（兼）内部統制推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長

（兼）社会・環境推進部管掌

（兼）情報管理室管掌

取締役　常務執行役員

経理財務本部長

（兼）経理財務部長

（兼）内部統制推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長

３．執行役員の業務分担の変更（2007 年 3 月 1 日付）

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務

加藤　利夫 常務執行役員

オペレーション本部長

（兼）お客様相談室管掌

（兼）加盟店相談室管掌

常務執行役員

商品本部長補佐

（兼）商品企画・業務部長

小坂　雅章 常務執行役員

商品本部長補佐

（兼）商品企画・業務部長

常務執行役員

東海第１ディストリクト部長

和田　昭則 常務執行役員

マーケティング部長

常務執行役員

マーケティング室長

高田　基生 常務執行役員

経営企画部長

（兼）商品本部　ﾗｲﾌ･ｺﾝﾃﾝﾂ統括

（兼）㈱ﾌｧﾐﾏ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ  代表取締役
社長

常務執行役員

経営企画室長

（兼）商品本部　ﾗｲﾌ･ｺﾝﾃﾝﾂ統括

（兼）㈱ﾌｧﾐﾏ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ  代表取締役
社長

上野　和成 執行役員

東京第１ディストリクト部長

執行役員

九州第２ディストリクト部長



４．執行役員の新任と業務分担の変更（2007 年 3 月 1 日付）

　　　　　　　　　（経歴書添付）

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務

小澤　秀光 執行役員

湘南・静岡ディストリクト部長 東京第１ディストリクト部長

木暮　剛彦 執行役員

広報・ＩＲ部長 広報部長

杉浦　正憲 執行役員

総務人事部長 人事部長

５．審議役・部長人事（2007 年 3 月 1 日付）

氏名 新業務 旧業務

小野塚　喜和 審議役

東北第 2ディストリクト部長 北陸ディストリクト部長

杉浦　真 審議役

東海第１ディストリクト部長

審議役

湘南・静岡ディストリクト部長

氏家　譲 北陸ディストリクト部長 北陸ディストリクト部長代行

藤原　正治 関西第１ディストリクト部長 兵庫ディストリクト部長

青木　実 審議役

兵庫ディストリクト部長

審議役

関西第 1ディストリクト部長
土方　軌 四国ディストリクト部長 店舗オペレーション部長

（兼）ＳＶサポート部長

植東　照樹 九州第２ディストリクト部長 オペレーション本部付部長

池田　知明 ＩＲ室長 広報部付部長

（兼）ＩＲグループマネジャー

廣野　拓 経営企画部付部長 ファミマクレジット出向

澤田　浩 経営管理部長 経理財務部付部長

（兼）経理グループマネジャー

市川　透 審議役

ディストリクト業務室長

審議役

東北第２ディストリクト部長

加藤　和敏 ファミマフレッシュ推進部付部長 商品本部付部長

網野　真 デリカ食品部付部長 デリカ食品部食材管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

石井　満 日用品・サービス部長 日用品・エンターテイメント部長

叶田　義春 店舗オペレーション部長 東京第３ディストリクト部長代行

上野　和雄 ＳＶサポート部長 ＦＣ管財部長

三浦　英樹 店舗運営業務部長 北関東ディストリクト部長代行

八田　健一 審議役

ＦＣ管財業務部長

審議役

四国ディストリクト部長

上條　公也 審議役

システム運用部長

システム運用部長

（兼）次期店舗システム推進室長

益子　正吉 審議役

物流部長

物流部長

鈴木　和夫 出店審査部長 プロジェクト開発室長

白岩　昭彦 プロジェクト開発部長 プロジェクト開発室長代行

久島　真理 店舗開発業務部長 店舗開発業務部付部長

大野　文明 建設施設部長 FAMIMA CORPORATION出向

北木　繁久 審議役

法務・コンプライアンス部長

法務・コンプライアンス部長

倉又　輝夫 経理財務部長 経営管理室長



６．取締役の新任（2007 年 5 月開催定時株主総会後）

（経歴書添付）

取締役　常務執行役員　　　加藤　利夫　（オペレーション本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼）お客様相談室管掌

（兼）加盟店相談室管掌）

７．取締役の退任（2007 年 5 月開催定時株主総会後）

　

　常務取締役　　　　常務執行役員 池田　正洋

　取締役　　　　　　常務執行役員　 高橋　商太

（なお、池田正洋氏は 5月開催予定の、株式会社江洋商事の株主総会後、
　同社代表取締役社長に就任予定）

８．監査役の新任（2007 年 5 月開催定時株主総会後）

　常勤監査役 高橋　商太

９．監査役の退任（2007 年 5 月開催定時株主総会後）

　常勤監査役 石津　直治

以上


