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機構改革並びに役員の異動について 

 
 

当社は、本日開催の取締役会の決議により取締役候補を決定いたしましたので、機構改革と併

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９日開催予定の定時株主総会および取締役会の決議を

経て、選任される予定です。 

 

記 

１．機構改革（５月９日付） 

（１）戦略本部を新設し、国際事業担当組織を戦略本部組織下へ移管する。 

【開発組織】 

（１） 開発担当を廃止し、開発本部に移管する。 

（２） 開発本部組織下の西日本開発部を西日本開発統括部へ改称する。 

（３） ＳＣ営業本部組織下の活性化サポート部を開発本部組織下へ移管する。 

（４） 開発本部組織下に、副本部長、西日本開発統括部、建設部、企画開発部、活性化サポート

部を配置する。 

（５） 開発本部副本部長は、東日本開発部、中部開発部、九州開発部を所管する。 

【営業組織】 

（１）ＳＣ営業本部の名称を、営業本部に改称する。 

【戦略本部組織】 

（１） 財経本部組織下の経営企画部を戦略本部組織下へ移管する。 

（２） 戦略本部は、経営企画部、国際事業企画部、北京駐在事務所、上海駐在事務所、永旺夢

楽城（中国）商業管理有限公司を所管する。 

【財経本部組織】 

（１） 財経本部は、財務経理部、不動産特命担当を所管する。 

【管理本部組織】 

（１） ＣＯ2排出削減の更なる推進を目的として、管理本部組織下にＣＳＲ推進部を新設する。 

（２） 管理本部組織下の環境・社会貢献室を廃止し、その機能をＣＳＲ推進部へ統合する。 

（３） 管理本部副本部長を廃止する。 

（４） システム部を新設する。 



２．取締役候補者（５月９日付） 

＜重任予定＞ 

【新 職】 【旧 職】 【変更なし･現職】 【氏 名】 

会長  取締役 林  直樹 

  代表取締役社長 村上 教行 

開発本部長 開発担当 専務取締役 山中 千敏 

  専務取締役財経本部長 木村 洋一 

管理本部長 ＳＣ営業本部長 常務取締役 西尾 徹二 

戦略本部長 開発本部長兼ＳＣ開発部長 常務取締役 平林 秀博 

活性化サポート部長 ＰＭ営業部長兼活性化サポート部長 常務取締役 藤塚 賢三 

西日本開発統括部長 西日本開発部長 常務取締役 池田 吉成 

※常務取締役営業本部長 取締役テナント開発本部長  小西 幸夫 

  取締役相談役 岡田 元也 

  取締役建設部長 大西 秀明 

北関東営業部長 管理本部副本部長 取締役 寺澤 洋一 

  取締役近畿営業部長 村井 正人 

※印の 1名は昇格   

現職・現担当から変更ない場合、新職欄・旧職欄への記載をしておりません。 

 

＜新任予定＞ 

【新 職】 【旧 職】 【変更なし･現職】 【氏 名】 

取締役 テナント開発本部長 国際事業企画部長  岩本 博 

取締役 ＣＳＲ推進部長 北関東営業部長  高橋 富士夫 

取締役  ＳＣサポート部長 相馬 勝 

取締役 開発本部副本部長 開発担当付  岩本 馨 

現職・現担当から変更ない場合、旧職欄への記載をしておりません。 

 

 



３．監査役候補者（５月９日付） 

＜重任予定＞ 

【変更なし･現 職】 【氏 名】 

常勤監査役 横井  賢 

監査役 西松 正人 

監査役 林  有恒 

 

＜新任予定＞ 

【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

監査役 常務取締役 管理本部長 岡崎 隆夫 

 

 

４．退任予定の取締役（５月９日付） 

 

【現 職】 【氏 名】 

代表取締役会長 野島 英夫 

取締役副会長 鯛  洋三 

※５月９日付 イオンモール㈱特別顧問就任予定 

常務取締役 中国本部長 坂本 誠 

※永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司  

総経理就任予定 

取締役 マレーシア本部長 三浦 政次 

※５月１０日付 マックスバリュ九州株式会社  

常勤監査役就任予定 

取締役 保険事業本部長 瀧澤 一郎 

※イオン保険サービス株式会社 常務取締役（現任）

取締役 中国副本部長 坂部 正博 

※永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司  

副総経理就任予定 

 

 

５．退任予定の監査役（５月９日付） 

 

【現 職】 【氏 名】 

監査役 石垣 富士夫 

 



６．新任取締役候補略歴 

 

岩本 博（いわもと ひろし） 

 

生年月日 １９５４年 ３月 ２日 

主な経歴 １９７７年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 １９９２年  ３月 日本チェーンストア協会出向 

総務部長 兼 環境部長 

 １９９４年 １０月 イオン㈱ 社長室次長 広報担当 

 ２００２年  ２月 ㈱ダイヤモンドシティ（現イオンモール㈱）出向

同社 リーシング本部 担当部長 

 ２００４年 １１月 同社 開発本部 新業態開発部長 

 ２００６年  ７月 同社 リーシング本部長 

 ２００７年  ８月 イオンモール㈱ 国際事業企画部長（現任） 

 

高橋 富士夫（たかはし ふじお） 

 

生年月日 １９５２年  ２月 ２日 

主な経歴 １９７４年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 １９９０年 ３月 同社 食品商品本部コーディネーター部長 

 １９９７年  ９月 同社 物流統括部長 

 ２００４年  ９月 同社 長野事業部長 

 ２００６年 ３月 イオンモール㈱  

イオンモール高崎ゼネラルマネージャー 

 ２００７年  ８月 関東営業部長 

 ２００８年  ３月 北関東営業部長（現任） 

 

相馬 勝（そうま まさる） 

 

生年月日 １９５２年 ４月 １５日 

主な経歴 １９７５年 ４月 三菱商事㈱入社 

 １９９９年 ７月 同社 九州支社 開発建設チーム リーダー 

 ２００４年  １月 ㈱ダイヤモンドシティ（現イオンモール㈱） 

営業サポート本部 ＳＣサポート部企画担当部長

 ２００４年  ６月 同社 営業サポート本部 ＳＣサポート部長 

 ２００６年  ７月 同社 営業サポート本部長兼ＳＣサポート部長

 ２００７年  ８月 イオンモール㈱ 

ＳＣ営業本部 ＳＣサポート部長（現任） 

 



岩本 馨（いわもと かおる） 

 

生年月日 １９５４年 ８月 ７日 

主な経歴 １９７７年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 ２００１年 ４月 同社 ＳＣ開発本部 近畿開発部長 

 ２００５年  ３月 同社 開発本部 西日本開発部長 

 ２００８年 ４月 イオンモール㈱ 開発担当付（現任） 

 

 

 

以 上 


