
２００８年４月７日 

各位 

会 社 名 イオン株式会社 

代 表 者 取締役兼代表執行役社長     岡田元也 

    （コード番号 8267） 

問合せ先 常務執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当  堤 唯見 

                （電話番号 043-212-6061） 

 

 

取締役候補および執行役候補の決定について 

 

 

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補を決定いたしましたので、執行役候補と  

併せて、お知らせ申し上げます。 

尚、取締役につきましては、２００８年５月１５日開催予定の定時株主総会、取締役会議長及び  

執行役は、同日開催予定の取締役会での決議を経て、選定・選任される予定です。 

また、当社は本年の定時株主総会での決議を経て、８月２１日付で純粋持株会社へ移行する予定

であるため、純粋持株会社移行後の執行役候補につきましても併せてお知らせ申し上げます。 

 

記 

 

１．取締役候補者  （ ）内は現職 

＜重任予定＞ 

取締役      岡田 元也   （当社 取締役兼代表執行役社長） 

 

取締役      森 美樹    （当社 取締役兼総合金融事業ＥＣ議長） 

                                 (イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長) 

取締役      ∗山﨑 源三   （当社 取締役） 

                    （弁護士） 

取締役      ∗石坂 匡身   （当社 取締役） 

                    （財団法人大蔵財務協会 理事長） 

取締役      ∗倉重 英樹   （当社 取締役） 

（株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン 

代表取締役会長） 

 

∗印の３名は会社法上の社外取締役に該当いたします。 

 

＜新任予定＞ 

   取締役兼 

取締役会議長   原田 昭彦   （当社 ＳＭ事業ＥＣ議長） 

（マックスバリュ西日本株式会社取締役会長） 

※５月１５日開催予定の取締役会で、取締役会議長に就任予定 

 

取締役      林  直樹   （当社 ディベロッパー事業担当兼ディベロッパー 

事業ＥＣ議長） 
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２．執行役候補者（５月１５日～８月２０日までの執行役候補） 

担当欄は５月１５日現在、下段の（ ）内は現職 

                                     

代表執行役社長  岡田 元也   取締役兼代表執行役社長 

専務執行役    林  直樹   取締役兼社長室担当兼ディベロッパー事業担当 

兼ディベロッパー事業ＥＣ議長 

（ディベロッパー事業担当兼ディベロッパー事業ＥＣ議長） 

専務執行役    豊島 正明   グループ財経・事業推進・関連企業担当兼ＧＭＳ事業ＥＣ議長 

                (グループ戦略・事業推進・関連企業担当) 

専務執行役    西谷 義晴   グループ事業企画担当 

   専務執行役    久木 邦彦   グループ商品担当 

専務執行役    村井 正平   営業・商品統括担当 

                (営業・商品統括担当兼ＧＭＳ事業ＥＣ議長) 

専務執行役    梅本 和典   グループＩＴ担当 

                (グループコントロール担当) 

常務執行役    西松 正人   グループ経理・関連企業担当 

                    (グループ財経担当) 

常務執行役    縣  厚伸   グループ人事総務・企業倫理担当 

（グループＩＴ担当） 

常務執行役    岡内 祐一郎  グループ戦略担当 

                (マーケティング担当) 

常務執行役    鍜治田 努   海外事業担当兼海外事業ＥＣ議長 

常務執行役    近澤 靖英   商品担当 

常務執行役    伊塚 義広   西日本カンパニー支社長 

（衣料商品本部長） 

常務執行役    郷田 庸憲   デリカ商品本部長 

常務執行役    中村 邦生   マックスバリュ事業本部長 

※常務執行役    土谷 美津子  グループ環境担当 

執行役      家坂 有朋   営業担当 

執行役      高橋 宣久   ＳＣ事業本部長 

執行役      鴫田 英志   人事・総務担当 

（人事本部長） 

執行役      荒井 荘豪   衣料ショップ企画本部長兼衣料企画部長 

執行役      松巾 幸一   エリア政策推進担当 

執行役      宮地 邦明   東北カンパニー支社長 

執行役      早水 惠之   ドラッグ事業戦略チームリーダー 

（ドラッグ事業企画部長） 

執行役      口広 守    開発本部長 

執行役      若林 秀樹   グループ財務担当 

（財経本部長） 

   執行役      森本 良一   戦略的小型店事業戦略チームリーダー 

（グループエリア戦略担当） 

 

※印は昇格     
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３．退任予定取締役（５月１５日付） 

取締役      野島 英夫   （当社 取締役兼取締役会議長） 

                （イオンモール株式会社代表取締役会長） 

 

取締役      川戸 義晴   （当社 取締役） 

（株式会社ダイエー取締役会長） 

※５月２２日付で株式会社ダイエー代表取締役会長に就任予定 

 

４．退任予定執行役（５月１５日付） 

常務執行役    井元 哲夫   株式会社ＣＦＳコーポレーション顧問 

  ※５月１４日付で株式会社ＣＦＳコーポレーション取締役副社長に就任予定 

 

常務執行役    堤  唯見   グループコミュニケーション担当 

※５月２２日付でイオンディライト株式会社代表取締役社長に就任予定 

 

執行役      築城 政雄   西日本カンパニー支社長 

  ※５月１０日付でマックスバリュ九州株式会社代表取締役社長に就任予定 

 

 

５．新任取締役候補の略歴 

氏  名 原田 昭彦（はらだ あきひこ）  

  生年月日 １９４４年 １月１７日生 

主な経歴 １９６７年 ６月 株式会社シロ（現イオン株式会社）入社 

       １９９４年 ２月 株式会社つるまい代表取締役 

       １９９５年 ２月 北日本ウエルマート株式会社代表取締役社長 

       １９９８年 ２月 マックスバリュ東北株式会社代表取締役社長 

       ２００３年 ５月 マックスバリュ西日本株式会社代表取締役社長 

       ２００６年 ５月 同社代表取締役会長兼イオン株式会社ＳＭ事業ＥＣ議長 

       ２００７年 ４月 同社取締役会長兼イオン株式会社ＳＭ事業ＥＣ議長（現在） 

        

 

氏  名 林  直樹（はやし なおき）  

  生年月日 １９４８年 ３月９日生 

主な経歴 １９７０年 ３月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 

       １９９６年 ５月 取締役 

       １９９８年  ５月  常務取締役 

       ２００３年  ５月  常務執行役 

       ２００４年  ５月  専務執行役（現任） 

       ２００４年  ５月  人事総務担当 

       ２００５年  ５月  人事総務・企業倫理担当 

       ２００６年  ４月 ディベロッパー事業担当 

       ２００７年 ５月 ディベロッパー事業担当兼ディベロッパー事業ＥＣ議長（現在） 
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６．純粋持株会社の執行役候補者（８月２１日以降）  
担当欄は８月２１日現在、下段の（ ）内は現職 
 
代表執行役社長  岡田 元也   取締役兼代表執行役社長 

執行役      林  直樹   取締役兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼社長室責任者 

（ディベロッパー事業担当兼ディベロッパー事業ＥＣ議長） 

執行役      豊島 正明   ＧＭＳ事業最高経営責任者兼グループ財務最高責任者 

                (グループ戦略・事業推進・関連企業担当) 

執行役      坂野 邦雄   ＳＭ事業最高経営責任者 

                (マックスバリュ九州株式会社代表取締役社長) 

執行役      森  美樹   取締役兼総合金融事業最高経営責任者 

                (総合金融事業ＥＣ議長兼イオンクレジットサービス 

株式会社代表取締役社長) 

執行役      田中 秋人   中国総代表 

   執行役      横尾 博    戦略的小型店事業最高経営責任者 

                (戦略的小型店事業ＥＣ議長兼ミニストップ株式会社 

代表取締役社長) 

執行役      古谷 寛    サービス事業最高経営責任者 

                (サービス事業ＥＣ議長兼イオンディライト株式会社 

代表取締役社長) 

執行役      西岡 明賜   ドラッグ事業最高経営責任者 

                (ドラッグ事業ＥＣ議長) 

執行役      西谷 義晴   ノンストア事業最高経営責任者 

（グループ事業企画担当） 

執行役      鍜治田 努   海外事業改革責任者 

（海外事業担当兼海外事業ＥＣ議長） 

執行役      久木 邦彦   グループ商品最高責任者 

（グループ商品担当） 

執行役      土谷 美津子  グループ環境最高責任者 

（グループ環境担当） 

執行役      縣  厚伸   グループ人事最高責任者兼グループ管理最高責任者 

（グループ人事総務・企業倫理担当兼グループＩＴ担当） 

執行役      岡内 祐一郎  グループ戦略責任者 

                (マーケティング担当) 

   執行役      口広 守    グループ開発責任者 

（開発本部長）    

執行役      梅本 和典   グループＩＴ責任者 

               (グループコントロール担当) 

執行役      西松 正人   グループ経理・関連企業責任者 

                    (グループ財経担当) 

執行役      若林 秀樹   グループ財務責任者 

（財経本部長） 

   

 

以上         


