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各  位                              平成 21 年 2 月 2日 

 

                       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   

                                              問合せ先   常務取締役 企画管理本部長 

                                 福 山 公 平     

                                ( ℡  089-922-8112) 

 

経営管理機構の変更および人事異動について 

 

平成 21 年 2 月 2 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 1 日付けの経営管理機構の変更を決

議しましたのでお知らせいたします。 

また、それに伴う取締役、執行役員、幹部の人事異動もあわせてお知らせいたします。 

 

(経営管理機構の変更) 

1. 目的 

・ 顧客視点の経営を徹底し、現場(店頭)の活性化を図る。 

・ 経営の効率化を図る。 

2. 内容 

・ 店舗運営力強化のため「店舗運営事業本部」を新設する。 

・ 衣料・住関連部門の強化、確立のため「衣料事業部」と「文化・住関連事業部」を統

合し、「衣料・住関連事業部」とし、事業部内に、現場(店頭)情報への迅速な対応をす

るディストリビューターチームを新設し、商品部門を再編する。 

・ 惣菜部門の強化のため「デリカ事業部」を新設する。 

・ カイゼン活動の深耕と現場技術力向上のため「業務改革推進室」と「トレーナーチー

ム」を統合し、「改善推進部」とする。 

・ 管理力向上のため「愛媛運営事業部」を、「愛媛(中予)運営事業部」「愛媛(東南予)運

営事業部」に分割する。 

・ 効率化を図るため「企画・管理本部」と「開発本部」を統合し、「開発・管理本部」と

する。それに伴い、SC 開発部と建設部を統合し、「店舗開発部」とする。 

・ 「総合企画部」を社長直轄とし、「バッハ事業部」と「スポーツ事業部」を管轄する。 

・ 「内部監査室」に内部統制(J-SOX 法への対応)機能を付加し、「内部統制・内部監査室」

とする。 

 

経営管理機構図  (別紙参照) 
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(人事異動) 

  取締役、執行役員 

     新       氏名         (旧) 

 

     常務取締役 常務執行役員 開発・管理本部長 

                                  福山 公平    (常務取締役 常務執行役員  

                                                 企画・管理本部長) 

     常務取締役 常務執行役員 商品事業本部長 

                 田中 正二    (常務取締役 常務執行役員  

                                                営業副担当 兼 愛媛運営事業部長 

                         兼 香川・徳島運営事業部長) 

     取締役 常務執行役員 店舗運営事業本部長 兼 愛媛(中予)運営事業部長 

                 辻  英信    (取締役 常務執行役員 開発本部長) 

     取締役 常務執行役員 総合企画部長 

                 大内 健二    (取締役 常務執行役員  

                         商品事業本部長兼衣料事業部長)   

     取締役 執行役員 広島運営事業部長 

                 佐伯 雅則    (取締役 執行役員 総合企画部長) 

     取締役 執行役員 カジュアル事業部長 兼 カジュアル運営部長 

                  金野  修     (取締役 執行役員 広島運営事業部長) 

     執行役員 衣料・住関連事業部長 

                 秦  俊昭    (執行役員 山口運営事業部長) 

     執行役員 愛媛(東南予)運営事業部長 

                 塩﨑 圭三    (執行役員 文化・住関連事業部長)  

   (昇格) 

     常務執行役員 営業業務統括部長 

                 渡部 和司  (執行役員 営業業務統括部長)  

   (新任) 

執行役員 香川・徳島運営事業部長 

            新田 良太    (フジグラン北島店長) 

     執行役員 高知運営事業部長 

                 高橋 正人    (ハウスキーピング チーフバイヤー) 

     執行役員 山口運営事業部長 

束村 道夫    (フジグラン広島店長) 

     執行役員 改善推進部長 

                 山口  普     (青果 チーフバイヤー) 

     執行役員 管理部長 兼 事務センター部門長 

                 石丸 忠司    (管理部次長兼事務センター部門長) 
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   (執行役員を解く) 

     商品事業本部長付 ディストリビューターチーム長 

                 西岡 修一    (常務執行役員 カジュアル事業本部長)  

          デリカ事業部長 

                            橘   健二    (執行役員 生鮮プロジェクトリーダー兼 

                         店舗支援事業部長) 

     人事部付 

                 上田  悦男    (執行役員 高知運営事業部長) 

          人事部付                 

                 池田  洋     (執行役員 管理部長)              

 

  部長 

     内部統制・内部監査室長 

                 福田 行廣  (内部監査室長) 

          カード事業部長 兼 カード事業課長 

                 越智 博文  (カード事業部長) 

     お客様サービス・環境保全推進室長 兼 環境保全推進課長 

                 矢野  昌美    (お客様サービス・環境保全推進室課長) 

     店舗開発部長 兼 四国開発課長 

                 辻   正道    (SC 開発部長) 

          販売企画部長 兼 企画制作課長 

                 中西 真二郎  (販売企画部長) 

     営業業務部長 兼 物流課長 

                 高月  政司    (紳士チーフバイヤー) 

     トレーナーチーム長 

                 上岡  郁夫   (生鮮トレーナーチーム長) 

          業務改善チーム長 

                 秋山  廣之  (業務改革推進室長) 

     デリカ事業部支援チーム長 

                 立川 正純   (惣菜支援チーム長) 

     青果チーフバイヤー 

                 河野  俊之    (フジグラン八幡浜店長兼食品課長) 

     ハウスキーピング チーフバイヤー 

                 仙波  保幸    (フジグラン松山食品課長) 

          紳士・スポーツチーフバイヤー 

                 小堀  弘   (フジグラン神辺衣料バラエティ課長) 

     子供・ベビー・文化チーフバイヤー 

                 飯尾  豊  (フジグラン今治店長兼衣料バラエティ課長) 

          服飾・履物・バックチーフバイヤー 

                 高田  裕久  (フジグラン北島次長兼衣料バラエティ課長) 
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  精肉支援チーム長 

                 森   哲也   (フジグラン山口店長兼食品課長) 

     青果支援チーム長 

                 徳田 知浩    (青果支援チームスーパーバイザー)    

          鮮魚支援チーム長 

                 団上 健治    (生鮮トレーナーチームトレーナー) 

     グロサリー支援チーム長 

                 三好 雅彦   (フジグラン重信食品課長) 

          スポーツ事業部長 兼 運営管理部長 

                 河野  健三   (スポーツ事業部長) 

          テナント事業部 小売専門店部長 

                 山下  公男  (エミフル MASAKI 副支配人)  

          カジュアル事業部 第一エリア長 兼 ザ・カジュアル東予店長 

                                  浜田 真一    (ザ・カジュアル見奈良店長) 

          カジュアル事業部 第二エリア長 兼 ザ・カジュアル松江店長 

                                  村岡 大輔    (ザ・カジュアル松江店長) 

          カジュアル事業部 第三エリア長 兼 ザ・カジュアル砥部店長 

                                  金岡 史朗    (ザ・カジュアル東予店長) 

          カジュアル事業部 第四エリア長 兼 ザ・カジュアル宇和島店長 

                                  泉野 真智子 (第二エリア長兼ザ・カジュアル宇和島店長) 

          カジュアル事業部 第五エリア長 兼 ザ・カジュアル井口店長 

                                  森   雄司    (ザ・カジュアル井口店長) 

          カジュアル事業部 第六エリア長 兼 ザ・カジュアル南岩国店長 

                                  米田 篤実    (ザ・カジュアル南岩国店長) 

          カジュアル事業部 第七エリア長 

                                  清   雅穂    (第四エリア長) 

     人事部付 

                 高橋 伸二郎 (惣菜チーフバイヤー) 

     人事部付    

                 天満 一生  (青果支援チーム長) 

   店長、本部次課長 

    (四国地区) 

     フジグラン北島店長 

                  垣鍔 俊二   (パルティ・フジ美祢店長兼食品課長) 

     フジグラン阿南店長 兼 食品課長 

                   西山 博明   (ヴェスタ松末店長兼食品課長) 

       フジグラン野市店長 兼 衣料・バラエティ課長 

                 道後 寛   (カジュアル運営部長) 

     フジグラン須崎店長 兼 食品課長 

                     小溪 猛男   (パルティ・フジ夏目店長兼食品課長) 
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フジグラン新居浜店長 兼 食品課長 

                       瀧本 英行  (パルティ・フジ今治店長兼食品課長) 

     フジグラン今治店長 兼 衣料・バラエティ課長 

                 相原 邦昭    (子供・ベビーチーフバイヤー) 

     フジグラン伊予店長 兼 食品課長 

                 矢野 英吾  (フジグラン神辺次長兼食品課長) 

     フジグラン八幡浜店長 兼 食品課長 

                 松藤 浩之  (ヴェスタ内子店長兼食品課長) 

     パルティ・フジ中村店長 兼 食品課長 

                   紙川 希巳典 (フジグランナタリー食品課長代行 兼 

                                                 生鮮③主任) 

     パルティ・フジ三島店長 兼 食品課長 

                 宮崎  茂   (フジグラン丸亀食品課長代行 兼 

生鮮①主任) 

     パルティ・フジ今治店長 兼 食品課長 

                  山口 定広  (ヴェスタ吉田店長兼食品課長 ) 

     パルティ・フジ夏目店長 兼 食品課長 

                 杉野 智治  (パルティ・フジ北斎院店長兼食品課長) 

     パルティ・フジ北斎院店長 兼 食品課長 

                 伊藤 弓子  (フジグラン岩国食品課長代行 兼 

生鮮④主任) 

     パルティ・フジ道後店長 兼 食品課長 

                 加藤 光洋  (愛媛運営事業部次長) 

     パルティ・フジ垣生店長 兼 食品課長  

                 徳永 隆明  (パルティ・フジ熊野店長兼食品課長) 

     パルティ・フジ南宇和店長 兼 食品課長  

                 木村  洋     (ヴェスタ砥部原町店長兼食品課長)                  

     ヴェスタ立花店長 兼 食品課長 

                 泉  眞事   (フジグラン伊予食品課長代行 兼 

生鮮②主任) 

     ヴェスタ松末店長 兼 食品課長 

                 善家 高広 (フジグラン広島食品課長代行兼食品③主任) 

     ヴェスタ砥部原町店長 兼 食品課長 

                 山本 哲也  (パルティフジ砥部食品課長代行 兼 

生鮮①主任) 

     ヴェスタ松前店長 兼 食品課長 

                 山内 清次  (パルティ・フジ南宇和店長兼食品課長) 

     ヴェスタ内子店長 兼 食品課長          

                 谷﨑 正   (精肉バイヤー) 
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 ヴェスタ吉田店長 兼 食品課長          

                 横山 潔 (パルティ・フジ広見食品課長代行兼食品主任) 

     ザ・カジュアル道後店長 

                  山田 直人   (ザ・カジュアル松江店) 

     ザ・カジュアル見奈良店長 

                  河野 由香   (フジグラン重信衣料①主任）   

    (中国地区) 

     フジグラン広島店長 

                  山口 徹 (フジグラン広島次長兼衣料・バラエティ課長) 

     フジグラン安芸・パルティフジ坂店長 兼 食品課長               

                  山口 晴光  (フジグラン伊予店長兼食品課長) 

     フジグラン尾道店長 兼 食品課長 

                  田村 光運   (鮮魚支援チームスーパーバイザー) 

     フジグラン宇部店長 

                 青木 雅史  (パルティ・フジ道後店長兼食品課長) 

     フジグラン山口店長 兼 食品課長 

                 白形 光泰  (青果バイヤー) 

     パルティ・フジ熊野店長 兼 食品課長 

                  川村 泰一    (惣菜支援チームスーパーバイザー) 

     パルティ・フジ庚午店長 兼 食品課長 

                  星野  誠   (パルティ・フジ垣生店長兼食品課長) 

     パルティ・フジ柳井店長 兼 食品課長 

                 棚田 敬治(パルティ・フジ柳井食品課長代行兼食品主任) 

     パルティ・フジ美祢店長 兼 食品課長 

                  家髙 大幸   (フジグランエミフル松前食品課長代行兼 

食品①主任) 

      愛媛（中予）運営事業部部長付 

                  伊井 常稔  (人事部付) 

     販売企画部 販売促進課長 

                  笹岡 省三  (カード事業課長) 

     営業業務部 システムサポート課長 

                  篠原 英行  (業務改革推進室エキスパート) 

     カード事業部 カード運営課長 

                   牧田 祐治   (カード運営１係長) 

     管理部 総務・株式課長 

                  大西 謙一  (フジグラン須崎店長) 

      

                                       以  上 



平成２１年度　経営管理機構図 (別　　紙)

株主総会

取締役会

  社  長

内部統制・内部監査室

―サービス推進課

―環境保全課

総合企画部

開発・管理本部

―経営企画課
ｶｰﾄﾞ事業部 人事部 管理部 店舗開発部

―関係会社 バッハ事業部 ｽﾎﾟｰﾂ事業部
新規事業開発課

―広報秘書課
―カード運営課 ―人事課 ―総務・株式課 ―四国開発課

―TSUTAYA ―営業開発部
―カード事業課 ―労務政策課 ―財務管理課 ―中国開発課 店舗運営部

―法務・管財課 ―建築設計課 ―バッハ店舗 ―運営管理部
運営部

事務センター

営業担当

改善推進部

―トレーナーチーム

―業務改善チーム

商品事業本部 店舗運営事業本部

営業業務統括部 デリカ事業部 食品事業部 衣料・住関連事業部 エミフルMASAKI 香川・徳島 高知 愛媛(中予) 愛媛(東南予) 広島 山口 テナント事業部 カジュアル事業部
運営事業部 運営事業部 運営事業部 運営事業部 運営事業部 運営事業部

―DBチーム ―中国管理部

―販売企画部 ―商品部 ―精肉 ―婦人 ―精肉支援チーム ―Ｇ北島 ―Ｇ高知 ―Ｇ松山・Ｐ衣山 ―Ｇ川之江 ―Ｇ神辺 ―Ｇ宇部 ―飲食サービス専門店部 ―カジュアル商品部
―Ｇ阿南 ―Ｇ野市 ―Ｇ重信 ―Ｇ新居浜 ―Ｇ広島 ―Ｇ岩国

―支援チーム ―Ｇ十川 ―Ｇ葛島 ―Ｇ伊予 ―Ｇ西条玉津 ―Ｇ東広島 ―Ｇ小野田
―販売促進課 ―青果 ―紳士・スポーツ ―青果支援チーム ―Ｇ須崎 ―Ｇ今治 ―Ｇ西条 ―Ｇ緑井 ―Ｇ山口 ―小売専門店部 ―カジュアル運営部

―Ｇ丸亀 ―Ｇ四万十 ―Ｇ大洲 ―Ｇ尾道 ―Ｇ長門
―企画制作課 ―Ｇ石井 ―Ｇ八幡浜 ―Ｇ三原

―鮮魚 ―子供・ベビー ―鮮魚支援チーム ―Ｐ中村 ―Ｐ道後 ―Ｇ北宇和島 ―Ｇ安芸・Ｐ坂 ―Ｐ南岩国
文化 ―Ｐ志度 ―Ｐ宿毛 ―Ｐ見奈良 ―Ｇ高陽 ―Ｐ柳井

―Ｖ桜井 ―Ｐ平井 ―Ｇナタリー ―Ｐ新南陽 ―第一エリア ―第四エリア ―第六エリア
―デイリー･菓子 ―実用 ―グロサリー支援チーム ―V楠上 ―Ｖ立花 ―Ｐ三島 ―Ｐ西宇部

―Ｖ松末 ―Ｐ本郷 ―Ｐ竹原 ―Ｐ美祢 ―Ｃ三島 ―Ｃ宇和 ―Ｃ南岩国
―営業業務部 ―Ｐ古川 ―Ｐ東田 ―Ｐ熊野 ―Ｃ本郷 ―Ｃ広見 ―Ｃ柳井

―ドライ･酒 ―服飾・履物 ―Ｐ垣生 ―Ｖ川之江 ―Ｖ洋光台 ―Ｃ東田 ―Ｃ宇和島 ―Ｃ新南陽
バッグ ―Ｐ砥部 ―Ｐ東予 ―Ｖ東雲 ―Ｃ東予 ―Ｃ南宇和 ―Ｃ西宇部

―営業推進課 ―Ｖ砥部原町 ―Ｖ内子 ―Ｐ三入 ―Ｃ今治 ―Ｃ中村 ―Ｃ美祢
―ハウス ―Ｖ松前 ―Ｐ宇和 ―Ｐ井口 ―Ｃ宿毛

―システムサポート課 キーピング ―ホーム ―Ｐ今治 ―Ｐ広見 ―P庚午 ―第二エリア ―第七エリア
ファッション ―Ｖ北条 ―Ｐ宇和島 ―P庚午南 ―第五エリア

―物流課 ―Ｐ夏目 ―Ｖ吉田 ―Ｃ夏目 ―PF池田
―Ｐ和気 ―Ｐ南宇和 ―Ｃ和気 ―Ｃ竹原 ―PF丸亀三条
―Ｐ姫原 ―Ｃ姫原 ―Ｃ熊野 ―Ｃ志度

外商課 ―Ｖ本町 ―Ｃ松江 ―Ｃ井口 ―PF観音寺
―Ｐ松江 ―Ｃ北斎院 ―Ｃ庚午 ―PF阿波
―Ｐ北斎院 ―PF太田
―Ｖ高岡 ―第三エリア
―Ｖ余戸
―V南久米 ―Ｃ道後

―Ｃ見奈良
―Ｃ古川
―Ｃ垣生
―Ｃ砥部

※　　DBはディストリビューター、Gはフジグラン、Pはパルティ・フジ、Vはヴェスタ、Cはザ・カジュアル、PFはピーエフの略です。

お客様サービス・環境保全推進室

監査役会 監査役


