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平成２２年４月１４日 

各 位                       

 上場会社名   マックスバリュ西日本株式会社   

代表者名    代表取締役社長    藤本  昭    

                     コード番号   ８２８７（大証２部）            

問合せ先    人事総務本部長   渡辺 哲久  

  ＴＥＬ ０７９（２８３）５３２１ 

 

機構改革および人事異動について 

 

当社は激変する経営環境に対応するため、営業力の強化を図ることを目的に４月１６日付けで 

下記の通り、機構改革および人事異動を実施いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

記 

１．機構改革について 

１）ＳＳＭ事業本部組織 

①ＳＳＭ事業部を兵庫・岡山事業部と広島・山口事業部に分割し、管理機能体制を強化する。 

②ＳＭ事業本部の広島・山口エリアのＳＭ店舗をＳＳＭ事業本部組織下へ移管する。 

③山口エリアを現行の２地区から３地区に分割し、東山口地区・中山口地区・西山口地区とする。 

④ＳＳＭ商品部は広島・山口エリアのＳＭ店舗の品揃え、仕入れを担当する。 

２）ＳＭ事業本部組織 

１，０００㎡の駅前立地ビジネスモデルの確立に向けて、新業態推進マネジャーを配置する。 

３）ザ･ビッグ事業本部組織 

岡山地区への店舗展開の加速化に向けて、ザ・ビッグ事業部に第３地区を配置する。 

４）ストアオペレーション本部組織 

①マーケティング部にノンストア事業担当を配置する。 

②食育推進や健康料理を考えたメニュー提案の強化に向けて、マーケティング部に管理栄養士資格

者を配置する。 

③物流、棚卸・営業管理を統合し、物流・営業管理グループとする。 

５）開発本部組織 

①岡山開発部と四国開発部を統合し、岡山・香川・徳島開発部とする。 

②ＳＣ事業部機能の強化に向け、リーシング・ＳＣ管理・ＳＣ運用の職務と担当エリアを確立する。 

６）経営管理本部組織 

①内部統制機能が、各部署に浸透したことにより、内部統制Ｐ／Ｔを発展的解消する。 

②総合企画室を経営企画グループに改称する。 

７）その他 

  各事務所に事務所長を配置し、リスク管理の強化を図る。 
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２．役員の異動について 

１）役員異動 

  専務取締役 三田 幸視（現 常務取締役 ザ・ビッグ事業本部長） 

       ※５月１１日開催予定の当社定時株主総会・取締役会にて、専務取締役に就任予定 

 

【新 職】 【旧 職】 【現職・変更なし】 【氏 名】

経営管理本部長 

 

経営管理本部長  

兼）内部統制担当 

常務取締役 

 

井戸 智文 

 

ＳＳＭ事業本部長 

兼）広島事務所長 

ＳＳＭ事業本部長 取締役 林  洋次 

 

２）新任取締役候補 

  取締役   大和 保公（現 ＳＭ事業本部長） 

       ※５月１１日開催予定の当社定時株主総会・取締役会にて、取締役に就任予定  

 

３）新任監査役候補 

  監査役（非常勤） 三浦 政次（現 イオンディライト株式会社 監査役、 

マックスバリュ九州株式会社 常勤監査役） 

  監査役（非常勤） 三林 節男（現 マックスバリュ九州株式会社 常務取締役） 

       ※５月１１日開催予定の当社定時株主総会・取締役会にて、監査役に就任予定 

 

４）退任予定取締役  

  取締役（非常勤） 石本 惠一 

※５月１１日開催予定の当社定時株主総会・取締役会にて、取締役を退任予定         

  

５）退任予定監査役 

  監査役（非常勤） 村中 誠二 

  監査役（非常勤） 松下 英夫 

       ※５月１１日開催予定の当社定時株主総会・取締役会にて、監査役を退任予定 

 

６）新任取締役候補の略歴 

氏   名 大和 保公（やまと やすきみ） 

生年月日 昭和 35 年 1 月 4日生 

略  歴 昭和 58 年 3 月  ウエルマート㈱ （現マックスバリュ西日本㈱）入社 

平成 3年  4 月  当社 情報システム部 

平成 12 年 3 月  当社 生鮮商品部 デリカ課長 

平成 13 年 3 月  当社 デリカ商品部長 

平成 18 年 2 月  当社 店舗オペレーション部長 

平成 20 年 2 月  当社 リカー商品部長 

平成 21 年 9 月  当社 ＳＭ事業本部長（現任） 
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７）新任監査役候補の略歴 

氏   名 三浦 政次（みうら まさじ） 

生年月日  昭和 21 年 12 月 11 日生 

略  歴  昭和 44 年 2 月  株式会社シロ（現イオン㈱）入社 

昭和 50 年 8 月  ジャスコ株式会社（現イオン㈱）淀川店長 

平成 5年  9 月  同社 京都滋賀ＳＳＭプロジェクトリーダー 

平成 9年  5 月  同社 社長室渉外担当（日本ショッピングセンター協会出向） 

平成 12 年 5 月  イオンモール株式会社 取締役開発企画部長 

平成 13 年 3 月  同社 取締役経営企画部長 

平成 20 年 5 月  イオンディライト株式会社 監査役（現任） 

             マックスバリュ九州株式会社 常勤監査役（現任） 

 

氏   名 三林 節男（みつばやし せつお） 

生年月日  昭和 24 年  4 月 29 日生 

略  歴  昭和 50 年 4 月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成 2年  4 月  ウエルマート㈱（現マックスバリュ西日本㈱）人事部長 

平成 4年  5 月  同社取締役 就任 

平成 15 年  3 月  同社管理本部長 

平成 16 年  4 月  イオン株式会社 総務部長 

平成 17 年  9 月  マックスバリュ九州株式会社 財経統括部長 

        平成 18 年  5 月  同社取締役 経営管理本部長 

        平成 20 年  5 月  同社常務取締役 経営管理本部長（現任） 

 

※出身地、最終学歴は公表しておりません。 

 

３．一般人事について（４月１６日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部長 ＳＳＭ事業部長 中野 浩二 

ＳＳＭ広島・山口事業部長 総合企画室長 香川 正治 

ＳＭオペレーション部長 ＳＭ商品部長 犬塚 昌彦 

ＳＭ商品部長 ＳＭオペレーション部長 奥野 秀起 

ＳＳＭオペレーション部長 兼）別所事務所長 ＳＳＭオペレーション部長 岡本 芳明 

四国オペレーション部長 兼）四国事務所長 四国オペレーション部長 宇高 正勝 

岡山・香川・徳島開発部長 岡山開発部長 丹羽 康雄 

ＳＣ事業部リーシングマネジャー 四国開発部長 本庄 信博 

ストアオペレーション本部          

物流・営業管理グループマネジャー 

ストアオペレーション本部     

物流グループマネジャー 

山下 英明 

経営管理本部                

経営企画グループマネジャー 

開発企画部担当 藤田 義明 
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【新  職】 【旧  職】 【氏  名】

経営管理本部                

コントロールグループマネジャー 

内部統制プロジェクトリーダー 岸本 清隆 

ストアオペレーション本部教育訓練グループマ

ネジャー 兼）別府研修センター長 

ストアオペレーション本部 

訓練グループリーダー 

家室  昇 

ザ・ビッグ事業部 

ザ・ビッグ第３地区長 兼）岡山事務所長 

ザ・ビッグ平島店長 石田 智也 

ＳＭ事業部 新業態推進マネジャー ＳＭ事業部広島山口地区長 宮本 英昭 

兵庫開発部 阪神開発マネジャー 兵庫開発部 阪神開発担当 新海 充宏 

兵庫開発部 兵庫開発マネジャー 兵庫開発部 兵庫開発担当 上田 将人 

岡山・香川・徳島開発部 岡山開発マネジャー 岡山開発部マネジャー 京極 幸夫 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部 神戸・阪神地区長 ＳＳＭ事業部 神戸・阪神地区長 中谷 信孝 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部 東兵庫・明石地区長 ＳＳＭ事業部 東兵庫・明石地区長 桑野 和弘 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部           

加古川・中兵庫地区長 

ＳＳＭ事業部加古川・中兵庫地区長 福本 貴司 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部 西兵庫地区長 ＳＳＭ事業部 西兵庫地区長 梅谷 政司 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部 兵庫・岡山地区長 ＳＳＭ事業部 兵庫・岡山地区長 松本 久憲 

ＳＳＭ広島・山口事業部 広島地区長 ＳＳＭ事業部 広島地区長 反田 輝夫 

ＳＳＭ広島・山口事業部 東山口地区長 フォレオ広島東店長 高  英明 

ＳＳＭ広島・山口事業部 

中山口地区長 兼）山口事務所長 

ＳＳＭ商品部コーディネーター 

マネジャー 

泉  晴夫 

ＳＳＭ広島・山口事業部 西山口地区長 ＳＳＭ事業部 西山口地区長 岡橋 慶直 

ザ・ビッグ平島店長  ザ・ビッグ小郡店長 小濱 秀晃 

ザ・ビッグ小郡店長 西風新都店長 山西 浩史 

西明石南店長 畜産商品部担当 松本 秀樹 

菅生店 開設委員長 東山店長 石田 博康 

ＳＭ事業部 兵庫４エリア店長 ＳＭ事業部 兵庫６エリア店長 金場 敏之 

ＳＭ事業部 兵庫５エリア店長 書写店副店長 大谷 久人 

ＳＭ事業部 兵庫６エリア店長 和気店長 加納 新吾 

ＳＭ事業部 兵庫７エリア店長 西条西店長 野川 茂男 

西条西店長 梅井店長 川西 勝浩 

梅井店長 青山店副店長 有田 繁則 

稗田店長 ＳＭ商品部 グロサリー兵庫担当 斧淵 信一 

ザ・ビッグ神辺店 開設委員長 ザ・ビッグ防府店長 保科  慎一郎 

ザ・ビッグ防府店長 ザ・ビッグ庄原店副店長 藤田  俊則 

東山店長 コントロールグループ担当 坪田  充治 

西風新都店長 デイリー商品部担当 藤田  康徳 

フォレオ広島東店長 ＳＳＭ事業部 東山口地区長 高橋  利博 

以上 


