
 

   

平成 24 年 1 月 30 日 

各位 

会社名  株式会社  フジ 

代表者名 尾 﨑 英 雄 

（コード番号 8278 東証・大証第一部） 

問い合わせ先 取締役 企画本部長 

佐 伯 雅 則 

（Ｔeｌ089－922－8112） 

 

経営管理機構の変更および人事異動 

ならびに連結子会社の代表取締役の異動について 

平成２４年１月３０日開催の取締役会において、平成２４年３月１日付の経営管理機構の

変更および人事異動を次の通り決議しましたのでお知らせします。 

また、あわせて連結子会社の代表取締役の異動もお知らせします。 

 

１． 経営管理機構の変更 

（目的）   

１．顧客視点の経営の徹底を図る。 

    ２．経営の効率化、新規事業への取り組みを強化する。 

 

（内容） 

１．管理・開発・関連事業本部を管理・開発本部と関連事業本部に分割する。 

２．人事部と総務部を統合し人事総務部とし、財務部、店舗開発部とともに 

  管理・開発本部に置く。 

３．関連事業本部にカード事業部、スポーツ事業部を置く。 

４．業務改善推進部を営業担当のもとに移管する。 

５．販売企画部を営業業務統括部へ移管する。 

６．生鮮事業部に新規事業プロジェクトを新設する。 

７．ディスカウント事業開発プロジェクトをＺＹ事業運営部と改称し、加工食 

品事業部に移管する。 
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２．人事異動（平成２４年３月１日付） 

新役職        氏名              現役職 

 

（取締役） 

取締役 上席執行役員 管理・開発本部長 

              佐伯 雅則 

                （取締役 上席執行役員 企画本部長） 

  取締役 執行役員 関連事業本部長 

              金野 修 

                 （取締役 執行役員 カジュアル事業本部長     

兼 カジュアル運営部長） 

  取締役 執行役員 人事総務部長 

              山口 普 

                （取締役 執行役員 人事部長 兼 総務部長） 

  取締役 執行役員 企画本部長 兼 総合企画部長 

              髙橋 正人 

                （取締役 執行役員 総合企画部長） 

（執行役員） 

執行役員 業務改善推進部長 

            束村 道夫 

              （執行役員 山口運営事業部長） 

執行役員 カジュアル事業本部長 兼 カジュアル商品事業部長 

            三秋 忍 

              （執行役員 カジュアル商品事業部長） 

（新任執行役員） 

  執行役員 愛媛（中予）運営事業部長 

              重松 敬三 

                （フジグラン松山 パルティ・フジ衣山店長） 

 (退任執行役員) 

              三好 秀一 

                （愛媛（東南予）運営事業部長）  
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（一般人事） 

愛媛（東南予）運営事業部長 

               仙波 保幸 

                    （加工食品事業部 第三商品部長） 

 

山口運営事業部長 

小堀 弘 

  （フジグラン東広島店長） 

 

生鮮事業部 新規事業プロジェクトリーダー  

友清 裕   

（第二商品部(青果)バイヤー） 

加工食品事業部 ＺＹ事業運営部長    

高津 伸一   

（ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ業態開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ） 

加工食品事業部 第三商品部長（ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ）  

    嶋田 謙三 （グロサリー支援部スーパーバイザー） 

情報システム部長兼システム開発課長 

    稲田 英樹 （情報システム部システム開発課長） 

カード事業部長兼カード事業課長 黒川 竜次 （カード事業部エキスパート）  

  

カジュアル四国エリア長  小野植 猛 （カジュアル第一商品部長） 

カジュアル中国エリア長  村岡 大輔 （カジュアル第一エリア長） 

カジュアル第一商品部長  橋本 秀俊 （カジュアル第一商品部バイヤー） 

カジュアル第二商品部長  森 雄司  （カジュアル第四エリア長） 

内部監査室長   仲原 康弘 （フジグラン北宇和島店長） 

フジグランエミフル松前店長  西山 博明 （フジグラン阿南店長） 

フジグラン松山 パルティ・フジ衣山店長 

    古泉 有浩 （フジグラン高知店長） 

フジグラン重信 パルティ・フジ平井店長  

川崎 禎文 （フジグラン野市店長） 

フジグラン伊予店長  徳永 隆明 （パルティ・フジ垣生店長） 

フジグラン今治店長  矢野 英吾 （フジグラン伊予店長） 

フジグラン北宇和島店長  平垣内 淳  

（第六商品部（ホームファッション）バイヤー） 

フジグラン丸亀店長  多田 哲郎 （フジグラン丸亀食品課長） 

フジグラン阿南店長  山内 清次 （パルティ・フジ和気店長） 

フジグラン北島店長  小松 宗人 （フジグラン石井店長） 

フジグラン石井店長  佐藤 寿一 （カジュアル第二商品部長） 
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フジグラン野市店長  清家 圭介 （パルティ・フジ東予店長） 

フジグラン高知店長  鶴岡 大吾 （第一商品部(婦人)バイヤー） 

フジグラン四万十店長  白形 光泰 （フジグラン山口店長） 

フジグラン東広島店長  谷尾 和幸 （フジグランエミフル松前店長） 

フジグラン三原店長  八石 秀貴 （フジグラン緑井食品課長） 

フジグラン山口店長  森 政昭  （ヴェスタ南久米店長） 

フジグラン長門店長  高山 郁郎 （パルティ・フジ姫原店長） 

パルティ・フジ和気店長  石橋 牧  （パルティ・フジ砥部店長） 

パルティ・フジ姫原店長  宮崎 茂  （パルティ・フジ三島店長） 

パルティ・フジ垣生店長  白田 博宣 （フジグラン高陽食品課長） 

パルティ・フジ砥部店長  豊田 洋介 （総合企画部カンパニーズ戦略課長） 

パルティ・フジ三島店長  森島 徹  （フジグラン三原店長） 

パルティ・フジ東予店長  石田 祐司 （パルティ・フジ志度店長） 

パルティ・フジ今治店長  秋好 正崇 （フジグラン四万十店長） 

パルティ・フジ宇和店長  松本 則成 （生鮮支援部スーパーバイザー） 

パルティ・フジ志度店長  宇都宮 真也 （ヴェスタ新南陽店長） 

パルティ・フジ熊野店長  先本 善郎 （パルティ・フジ三入店長） 

パルティ・フジ庚午 パルティ・フジ庚午南店長 

    友田 聡  （パルティ・フジ庚午店長） 

パルティ・フジ三入店長  川村 泰一 （パルティ・フジ熊野店長） 

パルティ・フジ美祢店長  善家 高広 （ヴェスタ松前店長） 

ヴェスタ本町店長   山本 哲也 （ヴェスタ砥部原町店長） 

ヴェスタ南久米店長  山下 健  （フジグラン高知食品課長代行） 

ヴェスタ砥部原町店長  中田 関也 （フジグラン重信食品課長代行） 

ヴェスタ松前店長   中矢 耕治 （フジグラン宇部食品課長代行） 

ヴェスタ洋光台店長  山本 秋夫 （パルティ・フジ松江食品課長代行） 

ヴェスタ新南陽店長  船越 隆夫 （フジグラン長門店長） 

ＺＹ北条店長   小島 弘文 （パルティ・フジ夏目食品課長代行） 

ＺＹ余戸店長   新宅 郁太郎 （グロサリー支援部スーパーバイザー） 

ザ・カジュアル三島 東田 新居浜駅前 本郷店長 

    五十嵐 文二 （ザ・カジュアル本郷店長） 

ザ・カジュアル東予 今治店長 浅野 健  （ザ・カジュアル東予店長） 

ザ・カジュアル松江 北斎院 垣生店長 

    片岡 敏伸 （ザ・カジュアル松江店長） 

ザ・カジュアル夏目 和気 姫原店長 尾崎 素史 （カジュアル和気・姫原店長） 

ザ・カジュアル古川 立花 本町店長 田中 和夫 （ピーエフ仏生山・太田店長） 

ザ・カジュアル道後店長  大西 亜美 （ザ・カジュアル見奈良店長） 

ザ・カジュアル砥部 見奈良店長 岡村 英樹 （ザ・カジュアル砥部店長） 

ザ・カジュアル内子 宇和 吉田店長 上田 哲也 （カジュアル第三エリア長） 
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ザ・カジュアル広見 宇和島店長 西岡 克也 （ザ・カジュアル広見店長） 

ザ・カジュアル南宇和 中村 宿毛店長 

    梶原 裕和 （ザ・カジュアル中村・宿毛店長） 

ザ・カジュアル志度 ピーエフ仏生山 太田店長 

    土井 盛生 （ピーエフ阿波店長） 

ピーエフ丸亀三条 阿波 池田店長 岩本 勝  （ピーエフ池田店長） 

ザ・カジュアル竹原 熊野店長 堀江 泰範 （カジュアル第二商品部バイヤー） 

ザ・カジュアル井口 ピーエフ庚午店長  

木村 洋介 （ザ・カジュアル垣生店長） 

ザ・カジュアル南岩国 新南陽 柳井店長 

    中田 敦子 （ザ・カジュアル南岩国店長） 

ザ・カジュアル西宇部 美祢店長 松井 秀洋 （ザ・カジュアル西宇部店長） 

人事総務部次長兼労務政策課長 小田 恵治 （人事部次長兼労務政策課長） 

人事総務部人事課長  宇野 直人 （第一商品部(婦人)バイヤー） 

店舗開発部建築設計課長  岡 良二  （販売企画部販売促進課長） 

総合企画部次長兼経営企画課長 大西 文和 （総合企画部経営企画課長） 

総合企画部カンパニーズ戦略課長 家髙 大幸 （パルティ・フジ美祢店長） 

リテール企画部新規事業課長 川上 高広 （人事部人事課長） 

販売企画部販売促進課長  藤方 良淳 （フジグラン緑井衣料バラエティ課長） 

人事総務部法務コンプライアンス推進室長 

    朝日 哲也  

（総務部法務コンプライアンス推進室エキスパート） 

 

３．連結子会社の代表者の異動 

           

株式会社 フジ・ＴＳＵＴＡＹＡ・エンターテイメント（平成２４年３月１日付） 

  新役職         氏名              現役職 

  代表取締役 社長 

              髙橋 秀徳 

                            （代表取締役 専務） 

  取締役 

              大内 健二 

                            （代表取締役 社長） 

 

以  上 

 

 

 

 


