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平成２２年９月１７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   取締役人事総務本部長  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・管理体制の強化を図ることを目的に下記の通り、

機構改革および人事異動を実施しますのでご案内申し上げます。 

記 

Ⅰ．機構改革（９月２１日付） 

「事業部長、地区長の職務を営業部長に集約し、課題解決の迅速化を図る。」 

１．営業組織 

１）ＳＳＭ事業本部組織下にあるＳＳＭ兵庫・岡山事業部、ＳＳＭ広島・山口事業部の２事業部、

９地区割りを発展的に廃止し、事業部から営業部に改称すると共に、ＳＳＭ東兵庫営業部、ＳＳ

Ｍ中兵庫営業部、ＳＳＭ西兵庫・岡山営業部、ＳＳＭ広島・東山口営業部、ＳＳＭ山口営業部の

５営業部を新設し、それぞれに営業部長を配置する。 

２）ＳＭ事業本部組織下にあるＳＭ事業部３地区割りを発展的に廃止し、事業部から営業部に改称

する共に、ＳＭ東営業部、ＳＭ西営業部の２営業部を新設し、それぞれに営業部長を配置する。 

３）チェーン経営の見直しに向けて、購買と物流の集中化によるコスト引き下げを実現するため、

ＳＳＭ事業本部・ＳＭ事業本部組織下の商品部機能を「商品本部」に集約し、本部担当と地区担

当を配置する。 

４）店舗における販売力、売場づくり、商品管理力の強化と生産性の向上をさせるビジネスサイク

ル業務の完全浸透に向けて、ＳＳＭ事業本部・ＳＭ事業本部組織下にスーパーバイザー責任者と

担当を配置する。 

５）ＳＳＭ事業部本部、ＳＭ事業部本部組織下において、複数店舗を統括するエリア店長制を３エ

リアに縮小し、２８店舗に個店別の店長を配置する。 

６）経営効率の面からＳＭ事業本部組織下の「和気店」をＳＳＭ事業本部組織下のＳＳＭ西兵庫・

岡山営業部へ移管する。 

７）ショッピングセンター（テナントを含む）の運営機能をＳＣ事業部から事業本部組織下に移行

し、営業力の強化を図る。 

２．開発本部組織 

１）開発本部組織下にある岡山・香川・愛媛開発部と広島開発部を統合し岡山・四国・広島開発部

とする。 

２）開発企画部組織下にある不動産管理をＳＣ事業部に移管する。 

３．その他 

社長直轄の特命担当を配置する。 
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Ⅱ．取締役の異動（９月２１日付） 

【新   職】 【旧   職】 現職・変更なし 氏    名 

人事総務本部長 

兼）リスクマネジメント担当 

ストアオペレーション本部長 

 

取締役 

 

下澤 茂樹 

 

ＳＳＭ事業本部長 人事総務本部長 

兼）リスクマネジメント担当 

取締役 

 

渡辺  哲久 

 

ストアオペレーション本部長 ＳＳＭ事業本部長 取締役 林 洋次 

  

Ⅲ．一般人事異動（９月２１日付） 

No 新部署 旧部署 氏 名 

1 ＳＳＭ東兵庫営業部長 
ＳＳＭ兵庫・岡山事業部  

加古川・中兵庫地区長 
福本 貴司 

2 ＳＳＭ中兵庫営業部長 ＳＳＭ兵庫・岡山事業部長 中野  浩二 

3 ＳＳＭ西兵庫・岡山営業部長 ＳＭ商品部長 奥野 秀起 

4 ＳＳＭ広島・東山口営業部長 ＳＳＭ広島・山口事業部長 香川 正治 

5 ＳＳＭ山口営業部長 グロサリー商品部長 市川 実 

6 グロサリー商品部長 ＳＳＭ商品部長 中塚 信之 

7 ＳＭ東営業部長 ＳＭ事業部長 枡田 泰己 

8 ＳＭ西営業部長 
ＳＳＭ兵庫・岡山事業部  

兵庫・岡山地区長 
松本 久憲 

9 総務部長 ＳＳＭオペレーション部長 岡本 芳明 

10 岡山・四国・広島開発部長 岡山・香川・徳島開発部長 丹羽 康雄 

11 ＳＣ事業部長 ＳＣ事業部マネジャー 本庄 信博 

12 社長特命担当 開発企画部長 和田 昭廣 

13 

ＳＳＭ事業本部 広島・山口スーパー

バイザー 生鮮統括マネジャー兼)農

産担当               

ＳＳＭ広島・山口事業部  

中山口地区長 
泉 晴夫 

14 

ＳＳＭ事業本部 兵庫・岡山スーパー

バイザー 生鮮統括マネジャー兼)水

産担当               

ＳＭオペレーション部長 犬塚 昌彦 

15 

ＳＳＭ事業本部 兵庫・岡山スーパー

バイザー 中央ゾーン統括マネジャー

兼）グロサリー・リカー担当 

ＳＳＭ兵庫・岡山事業部  

神戸・阪神地区長 
中谷 信孝 

16 

ＳＳＭ事業本部 広島・山口スーパー

バイザー 中央ゾーン統括マネジャー

兼）グロサリー・リカー担当 

ＳＳＭ広島・山口事業部 広島地区長 反田 輝夫 
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No 新部署 旧部署 氏 名 

 

17 

 

ＳＭ事業本部 スーパーバイザー  

生鮮統括マネジャー兼)農産担当 
ＳＭ事業部 中兵庫地区長 

藤本 利和 

 

18 

ＳＭ事業本部 スーパーバイザー 

中央ゾーン統括マネジャー 

兼）グロサリー・リカー担当 

ＳＳＭ広島・山口事業部  

西山口地区長 
岡橋 慶直 

19 
岡山・四国・広島開発部  

広島開発マネジャー 

岡山・香川・徳島開発部  

岡山開発マネジャー 
京極  幸夫 

20 ＳＣ事業部 不動産管理マネジャー 開発企画部 不動産管理マネジャー 小林 清志 

21 
新業態推進マネジャー 

兼）広島駅北口店長 
ＳＭ事業部 新業態推進マネジャー 宮本 英昭 

22 宝殿店長 ＳＳＭ兵庫・岡山事業部 西兵庫地区長 梅谷 政司 

23 東加古川店長 開発企画部 不動産管理担当 山田 一典 

24 加古川西店長 
ＳＳＭ兵庫・岡山事業部  

東兵庫・明石地区長 
桑野 和弘 

25 長田南店長 イオンリテール（株） 山本 翁 

26 石守店長 加古川西店長 林 朋弘 

27 養父店長 東加古川店長 松本 智裕 

28 社店長 農産商品部 果物・グリナリー担当 石崎 貴樹 

29 西条西店長 養父店長 木下 文裕 

30 平生東店長 ＳＭ事業部 西兵庫地区長 花園 裕之 

31 室積店長 ＳＳＭ商品部 畜産山口担当 溝江 博義 

32 山田店長 宮田町店長 柴田 弘司 

33 宮田町店長 宝殿店長 神本 孝治 

34 和気店長 岡山一宮店 副店長 藤田 正則 

35 大柿店長 大柿店・広中央店 エリア店長     瀬戸 裕 

36 広中央店長 広中央店 副店長 西本 充 

37 稗田店長 吉敷店 副店長 東 理 

38 大手町店長 ＳＣ事業部 リーシング山口担当 福田 好男 

39 徳山西店長 徳山西店・大手町店 エリア店長    高橋 和宏 

40 東条店長 広島駅北口店長 藤井 豊 

41 恵比須店長 兵庫 1エリア店長 谷郷 実 

42 別所店長 兵庫 2エリア店長 下山 巧祐 

43 古坂店長 兵庫 9エリア店長 中野 裕章 
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No 新部署 旧部署 氏 名 

44 今福店・平岡店エリア店長 兵庫 8エリア店長 藤井 雅史 

45 安室店長 兵庫 6エリア店長 福本 和史 

46 城北店長 宝殿店 デイリー担当 萩野 匡伸 

47 黒川店長 石守店長 前田 勇二 

48 中町店長 兵庫 3エリア店長 蒲原 慶治 

49 友沢店長 菅生店 副店長 田中 嗣章 

50 香寺店長 書写店 副店長 富田 幸夫 

51 豊富店長 兵庫 5エリア店長 大谷 久人 

52 加西南店長 佐用店 副店長 辻本 敦 

53 御国野店長 友沢店 副店長 土本 康弘 

54 書写店長 兵庫 7エリア店長 野川 茂男 

55 町田店長 ＳＭ商品部 水産担当 西尾 知也 

56 太子南店長 西条西店長 川西 勝浩 

57 新宮店長 兵庫 4エリア店長 金場 敏之 

58 山崎店・播磨一宮店エリア店長 兵庫 11 エリア店長 大前 久史 

59 城山店長 稗田店長 斧淵 信一 

60 青山店長 可部西店 副店長 小林 正男 

61 御立店長 夢前店 副店長 小林 邦彦 

62 夢前店長 熊見店 副店長 庵逧 直樹 

63 太子北店長 龍野店 畜産チーフ 工古田 勝 

64 網干店長 ＳＭ商品部 サービスデリ担当 山口 敏弘 

65 御津店・相生店エリア店長 兵庫 10 エリア店長 橋本 亙 

66 倉敷店長 ＳＳＭ広島・山口事業部 東山口地区長 高 英明 

 

 

以上 


