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２００９年度上期人事のお知らせ 
 
 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、本日開催の取締

役会において、２００９年度上期の取締役、執行役員、審議役、及び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 

１． 執行役員の退任（2009 年 2 月 28 日付） 

 

常務執行役員   サイアム・ファミリーマート  会長    高杉 豪 

執行役員  監査室長                            木村 知行 

 

２．取締役の昇格（2009 年 3 月 1日付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
関  正綱 常務取締役  常務執行役員 

物流・品質管理本部長 
取締役  常務執行役員 
物流・品質管理本部長 

小部 泰博 常務取締役  常務執行役員 
システム本部長 

取締役  常務執行役員 
システム本部長 

宮本 芳樹 常務取締役  常務執行役員 
管理本部長、 
内部統制部管掌、社会・環境推進部管掌

取締役  常務執行役員 
管理本部長、 
内部統制部管掌、社会・環境推進部管掌 

 

３．取締役の異動（2009 年 3 月 1日付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
植田 四三郎 専務取締役 専務執行役員 

社長補佐 東日本担当  
（兼）コスト構造改革委員長 

専務取締役 専務執行役員 
社長補佐 西日本担当  
（兼）コスト構造改革委員長 

播磨 眞一郎 専務取締役 専務執行役員 
社長補佐 西日本担当 
（兼）リスクマネジメント・コンプライ

アンス委員長 

専務取締役 専務執行役員 
社長補佐 東日本担当 
（兼）リスクマネジメント・コンプライア

ンス委員長 
井上 史郎 常務取締役  常務執行役員 

AFC 事業本部長 
ファミリーマート・チャイナ・ホールデ

ィング代表取締役社長 

常務取締役  常務執行役員 
AFC 事業本部長 
ファミマコーポレーション 会長 
ファミリーマート・チャイナ・ホールディ

ング代表取締役社長 
加藤 利夫 取締役 常務執行役員 

総合企画部長 
（兼）経営企画室長 

取締役 常務執行役員 
オペレーション本部長、 
お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 

高田 基生 取締役 常務執行役員 
オペレーション本部長、 
お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 

取締役 常務執行役員 
総合企画部長 
（兼）経営企画室長 

 



４．執行役員の昇格（2009 年 3 月 1日付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
糸数 剛一 常務執行役員 

ファミマコーポレーション 会長 
執行役員 
ファミマコーポレーション 社長 

岩切 公愛 上席執行役員 
九州第１ディストリクト 統括部長 

執行役員 
九州第１ディストリクト 統括部長 

 

５．執行役員の異動（2009 年 3 月 1日付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
小坂 雅章 常務執行役員 

ファミマコーポレーション 社長 
常務執行役員 
商品本部長補佐 
（兼）ライフ・コンテンツ統括 
（兼）商品企画･業務部長 

市川 透 執行役員 
商品本部長補佐 
（兼）ライフ・コンテンツ統括 
（兼）商品企画･業務部長 

執行役員 
マーケティング室長 

 

６．執行役員の新任（2009 年 3 月 1日付） 
氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 

青木 実 執行役員 
兵庫ディストリクト 統括部長 

審議役 
兵庫ディストリクト 統括部長 

石黒 正治 執行役員 
東北第１ディストリクト 統括部長 

審議役 
東北第１ディストリクト 統括部長 

北木 繁久 執行役員 
法務部長 

審議役 
法務部長 

益子 正吉 執行役員 
物流部長 

審議役 
物流部長 

丸山 直美 執行役員 
地区 MD 部長 

審議役 
地区 MD 部長 

 
７．審議役の新任（2009 年 3 月 1日付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
舘岡 信太郎 審議役 

お客様相談室長（兼）加盟店相談室長 
 
お客様相談室長（兼）加盟店相談室長 

池田 知明 審議役 
IR 室長 

 
IR 室長 

勅使河原 淳 審議役 
ファミマフレッシュ推進部長 

 
ファミマフレッシュ推進部長 

田中 秀幸 審議役 
出店審査部長 

 
出店審査部長 

鈴木 和夫 審議役 
プロジェクト開発部長 

 
プロジェクト開発部長 

菊池 潔 審議役 
東北第２ディストリクト 統括部長 

 
東北第２ディストリクト 統括部長 

藤原 正治 審議役 
関西第１ディストリクト 統括部長 

 
関西第１ディストリクト 統括部長 

土方 軌 審議役 
中国ディストリクト 統括部長 

 
中国ディストリクト 統括部長 

 

 

 



８．部長人事（2009 年 3 月１日付） 
氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 

岩崎 浩 マーケティング室長 マーケティング室  
マーケティンググループマネジャー 

飯島 誠 品質管理部長 品質管理部  
品質企画・商品審査グループマネジャー 

片山 斉 
 

商品本部付部長 品質管理部長 

 
９．取締役の新任（2009 年 5 月下旬開催定時株主総会後） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
小坂 雅章 取締役 常務執行役員 

ファミマコーポレーション 社長 
常務執行役員 
ファミマコーポレーション 社長 

和田 昭則 取締役 常務執行役員 
開発本部長 

常務執行役員 
開発本部長 

 
１０．取締役の退任（2009 年 5 月下旬開催定時株主総会後） 
  
 取締役会長  田邉 充夫 
（なお、田邉充夫氏は、退任後、当社相談役に就任予定です） 
  

以上 


