
 
 

平成 23 年 12 月 26 日 
各 位 

会社名 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 
代表者名 代表取締役社長執行役員 

石塚 邦雄 
（コード番号 3099  上場取引所 東 福） 

問合せ先 管理本部総務部ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当長 
鈴木 康弘 

℡03-5843-5115 
 

代表取締役の異動に関するお知らせ 
 
 
 弊社は平成 23 年 12 月 26 日開催の取締役会において、株式会社三越伊勢丹ホールディングスおよび 
株式会社三越伊勢丹の代表取締役の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
平成 24 年 2 月 1 日付  

（  ）現職 
 

Ⅰ．株式会社三越伊勢丹ホールディングス         
   石塚邦雄   代表取締役会長執行役員    （代表取締役社長執行役員） 
   大西 洋   代表取締役社長執行役員    （取締役） 
 
Ⅱ．株式会社三越伊勢丹 
   大西 洋  代表取締役社長執行役員    （代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長） 
 
 なお、上記異動に伴い、現在㈱三越伊勢丹 取締役専務執行役員 営業本部営業副本部長の中込俊彦は 
同日付にて ㈱三越伊勢丹 取締役専務執行役員営業本部長に就任いたします。 

 
以 上 

 
 
 



2011 年 12 月末現在 

㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 代表取締役社長執行役員 石塚 邦雄 

石塚
いしづか

 邦雄
く に お

 （1949（昭和 24）年９月 11 日生、所有株式数 30,500 株） 

          

学歴 

1972（昭和 47）年３月 東京大学 法学部卒業 

職歴 

1972（昭和 47）年 ５月 ㈱三越 入社 

1994（平成６）年 ３月  同 銀座店 総務部 ゼネラルマネジャ－ 

1996（平成８）年 ３月  同 業務本部 業務部 ゼネラルマネジャ－ 

1998（平成 10）年 ３月 同 営業本部次長 （企画調整担当） 

1999（平成 11）年 ３月 同 営業本部 業務推進部長 

2000（平成 12）年 ２月 同 日本橋本店 副店長 

2002（平成 14）年 ９月 同 営業本部 副本部長 兼 業務部長 

2003（平成 15）年 ２月 同 執行役員 業務部長 

2004（平成 16）年 ３月 同 上席執行役員 経営企画部長 

2005（平成 17）年 ３月 同 常務執行役員 営業企画本部長 

2005（平成 17）年 ５月 同 代表取締役社長執行役員 兼 営業企画本部長 

2006（平成 18）年 ２月 同 代表取締役社長執行役員  

2008（平成 20）年 ３月 同 代表取締役社長執行役員 兼 百貨店事業本部長 

2008（平成 20）年 ４月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 代表取締役社長執行役員  

               兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） 

㈱三越 代表取締役社長執行役員 兼 百貨店事業本部長 

2008（平成 20）年 ６月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 代表取締役社長執行役員  

               兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） 

㈱三越 代表取締役社長執行役員 兼 百貨店事業本部長 

               ㈱伊勢丹 取締役 

2009（平成 21）年 ４月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 代表取締役社長執行役員  

               兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） 

㈱三越 代表取締役社長執行役員  

               ㈱伊勢丹 取締役 

 

2011（平成 23）年 ４月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 代表取締役社長執行役員  

               ㈱三越伊勢丹 取締役会長執行役員  

 

賞罰 

2006（平成 18）年６月 イタリア共和国よりイタリア連帯の星勲章 コメンダト－レ章を受章 



2011 年 12 月末現在 

㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員 大西 洋 

大西
おおにし

 洋
ひろし

 （1955（昭和 30）年６月 13 日生、所有株式数 19,800 株） 

 

学歴 

1979（昭和 54）年３月  慶應義塾大学 商学部卒業 

職歴 

1979（昭和 54）年 ３月  ㈱伊勢丹 入社 

2000（平成 12）年 ２月  同 営業本部ＭＤ統括部 紳士服・洋品営業部 商品担当長  

兼 支店担当長 

2001（平成 13）年 ２月  同 営業本部ＭＤ統括部 紳士服・洋品営業部長 

2003（平成 15）年 ２月  同 営業本部ＭＤ統括部 紳士第一営業部長 

2004（平成 16）年 ２月  同 営業本部ＭＤ統括部 紳士統括部長 

2005（平成 17）年 ６月  同 執行役員 経営企画部 総合企画担当長 

2006（平成 18）年 ２月  同 執行役員 営業本部立川店長 兼 立川店営業統括部長 

2006（平成 18）年 10 月 同 執行役員 営業本部立川店長 

2008（平成 20）年 ３月  ㈱三越 常務執行役員 百貨店事業本部 ＭＤ統括部長 

                ㈱伊勢丹 常務執行役員 

2009（平成 21）年 ４月  ㈱三越 取締役常務執行役員  

百貨店事業本部 ＭＤ統括部長 兼 ＭＤ企画部長 

㈱伊勢丹 常務執行役員 

2009（平成 21）年 ６月 ㈱伊勢丹 代表取締役社長執行役員  

2010（平成 22）年 1 月 同 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

2010（平成 22）年 ３月 ㈱三越 取締役 

㈱伊勢丹 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

2010（平成 22）年 ６月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 取締役  

               ㈱三越 取締役 

               ㈱伊勢丹 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

2011（平成 23）年 ４月 ㈱三越伊勢丹ホ－ルディングス 取締役 

               ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

 

賞罰 

無し 
 
 


