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組織・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、下記の通り組織改編、及び役員・部長人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ【組織改編】 （平成２４年３月１日付） 

１．「東海支社」の新設  

東海地区の中期店舗網構築及び店舗運営力強化に向けて、「東海第１ディストリクト」と「東海第２

ディストリクト」を統合の上、「東海支社」を新設する。 

支社長の傘下に運営統括部長、開発統括部長を配置する。 

 

２．海外事業本部の新設  

海外展開の拡大に伴い、海外事業推進体制の強化を目的に、現「ＡＦＣ事業本部」の国内ＡＦＣ関連業務

を総合企画部に移管し、「ＡＦＣ事業本部」を「海外事業本部」とする。 

 ・「海外業務部」の新設 

  海外既存地域への支援と新地域開拓の推進を目的に、現「事業支援部」を「海外業務部」とする。 

 

３．「運営本部」の新設  

運営面全般のチェーンレベル向上への体制強化を目的に、現「オペレーション本部」を「運営本部」とす

る。 

 ・「営業推進部」の新設 

営業指導力の強化を目的に、「店舗オペレーション部」のグループを再編し、合わせて「営業推進部」

とする。 



 

４．総合企画部 

・「新規事業開発室」の新設 

新規事業展開の拡大に伴い、推進体制の強化を目的に、「新規事業開発室」を新設する。 

 ・「国内ＡＦＣ・関係会社推進室」の新設 

  国内ＡＦＣ・関係会社への事業支援強化を目的に、「国内ＡＦＣ・関係会社推進室」を新設する。 

 ・「経営企画室」・「経営管理室」の再編 

  連結経営を踏まえた経営戦略部門として、「経営企画室」と「経営管理室」を統合し、「経営企画室」とす

る。 

 

５．管理本部 

・「事業管理室」の新設 

海外展開及び事業会社の拡大に伴い、海外・国内ＡＦＣ及び関係会社の事業管理強化を目的に、「事業管理

室」を新設する。 

・「海外法務部」の新設 

海外展開の拡大に伴い、海外ＡＦＣ等にかかる法務関連事項への対応強化を目的に、「海外法務部」を新設

する。 

 

６．開発本部 

・「開発推進部」の新設 

出店拡大に向けた組織的開発のさらなる強化を目的に、「地域開発部」「法人開発部」のグループを再編し、

合わせて「地域開発部」を「開発推進部」とする。 

 

７．商品本部 

・「デリカ食品部」・「ＤＣＭ推進部」の再編 

中食商品の原材料調達、製造管理の支援強化を目的に、「デリカ食品部」と「ＤＣＭ推進部」を統合し、「デ

リカ食品部」とする。 

 

８．システム本部 

・「システム開発部」の新設 

次世代に向けたシステム構築への対応を目的に、「システム統括部」と「システム企画開発部」を再編し、

合わせて「システム企画開発部」を「システム開発部」とする。 

 

９．「ａｍｐｍ事業・統合本部」の廃止  

エーエム・ピーエム店舗のブランド統合完了に伴い、「ａｍｐｍ事業・統合本部」は２年間の役割を終え廃

止する。 

 

１０．収益構造改革委員会の新設 

  部門横断の委員会組成により収益構造の改革を進める。 

 

 

 

 

 



Ⅱ【人事異動 】 

１．取締役の昇格及び異動（平成２４年３月１日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

小部 泰博 
専務取締役 専務執行役員 

システム本部長 

常務取締役 常務執行役員 

システム本部長 

髙田 基生 

常務取締役 常務執行役員 

運営本部長、 

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 

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 

小坂 雅章 

常務取締役 常務執行役員 

海外事業本部長 

株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホー

ルディング代表取締役社長 

取締役 常務執行役員 

ＡＦＣ事業本部長 

株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホー

ルディング代表取締役社長 

和田 昭則 
常務取締役 常務執行役員 

開発本部長 

取締役 常務執行役員 

開発本部長 

小松﨑 行彦 
常務取締役 常務執行役員 

管理本部長補佐 

取締役 常務執行役員 

管理本部長補佐 

玉巻 裕章 
常務取締役 常務執行役員 

総合企画部担当役員 

取締役 常務執行役員 

総合企画部担当役員 

 

２．取締役の異動（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

横田 孝行 

専務取締役 専務執行役員 

商品本部長（兼）物流・品質管理本部長 

（兼）収益構造改革委員長 

専務取締役 専務執行役員 

商品本部長（兼）物流・品質管理本部長 

加藤 利夫 
常務取締役 常務執行役員 

総合企画部長 

常務取締役 常務執行役員 

総合企画部長（兼）経営企画室長 

 

３．執行役員の昇格及び異動（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

中平 義人 
常務執行役員 

東海支社長 

上席執行役員 

ａｍｐｍ事業・統合本部長 

竹林 昇 

常務執行役員 

システム本部 

システム本部長補佐（兼）システム統括部長

執行役員 

システム本部 

システム本部長補佐（兼）システム統括部長

 

 



４．執行役員の新任及び異動（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

飯塚 隆 
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 

植松 美昭 
執行役員 

開発本部 開発業務部長 

審議役 

北陸ディストリクト 統括部長 

坂崎 佳樹 
執行役員 

東海支社 開発統括部長 

審議役 

開発本部 開発業務部長 

三澤 健司 
執行役員 

システム本部 システム開発部長 

審議役 

システム本部 システム企画開発部長 

山下 純一 

執行役員 

VI NA FAMILYMART CO.,LTD.（ベトナム） 

代表取締役社長 

審議役 

VI NA FAMILYMART CO.,LTD. （ベトナム） 

代表取締役社長 

 

５．執行役員の異動（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

本多 利範 
常務執行役員 

総合企画部 新規事業開発室長 

常務執行役員 

社長特命事項担当 

鈴木 久 
執行役員 

開発本部 開発推進部長 

執行役員 

開発本部 地域開発部長 

（兼）名阪推進グループマネジャー 

藤森 正美 

執行役員 

商品本部 

商品本部長補佐（兼）商品企画・業務部長 

執行役員 

商品本部 

商品本部長補佐（兼）商品企画・業務部長、

加工食品・飲料部管掌 

木暮 剛彦 

執行役員 

海外事業本部 

海外事業本部長補佐（兼）海外事業部長 

執行役員 

ＡＦＣ事業本部 

ＡＦＣ事業本部長補佐（兼）海外事業部長 

杉浦 正憲 
執行役員 

監査室長 

執行役員 

神奈川ディストリクト 統括部長 

北木 繁久 
執行役員 

管理本部 法務部長（兼）海外法務部長 

執行役員 

管理本部 法務部長 

三浦 英樹 
執行役員 

総合企画部 国内ＡＦＣ・関係会社推進室長

執行役員 

ａｍｐｍ事業・統合本部 

契約切替推進部長 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．審議役の新任及び異動（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

赤荻 達也 
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 

浅川 龍彦 
審議役 

北関東ディストリクト 統括部長 北関東ディストリクト 統括部長 

江花 保 
審議役 

北陸ディストリクト 統括部長 東北第１ディストリクト 副統括部長 

野崎 勝久 
審議役 

関西第２ディストリクト 統括部長 関西第２ディストリクト 統括部長 

鈴木 鉄夫 
審議役 

関西第３ディストリクト 統括部長 東海第２ディストリクト 統括部長 

左京 秀康 
審議役 

兵庫ディストリクト 統括部長 兵庫ディストリクト 統括部長 

山嵜 正人 
審議役 

九州第２ディストリクト 統括部長 九州第２ディストリクト 統括部長 

加藤 和幸 
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 

関根 功 
審議役 

運営本部 店舗運営業務部長 オペレーション本部 店舗運営業務部長 

青木 聖時 
審議役 

管理本部 店舗会計部長 管理本部 店舗会計部長 

倉掛 直 
審議役 

上海ファミリーマート出向 上海ファミリーマート出向 

 

７．審議役人事（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

澤田 浩 
審議役 

総合企画部 経営企画室長 

審議役 

総合企画部 経営管理室長 

小島 俊一 
審議役 

商品本部 加工食品・飲料部長 

審議役 

東海第１ディストリクト 統括部長 

佐藤 進一 
審議役 

運営本部 管財業務部長 

審議役 

オペレーション本部 管財業務部長 

朝日 俊行 

審議役 

総合企画部  

国内ＡＦＣ・関係会社推進室付部長 

審議役 

ＡＦＣ事業本部 事業支援部長 

天野 正章 
審議役 

運営本部 運営本部付部長 

審議役 

オペレーション本部  

オペレーション本部付部長 

舘岡 信太郎 
審議役 

管理本部 管理本部付部長 

審議役 

監査室長 

石井 満 
審議役 

㈱ファミマ・ドット・コム出向 

審議役 

商品本部 日用品・サービス部長 

 

 

 

 

 



８．部長人事（平成２４年３月１日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

田中 邦和 東海支社 運営統括部長 
ａｍｐｍ事業・統合本部 

ａｍｐｍ関西事業統合部長 

中村 弘之 神奈川ディストリクト 統括部長 秘書室長（兼）ディストリクト業務室長 

宮本 信 四国ディストリクト 統括部長 関西第３ディストリクト 副統括部長 

道本 一成 東北第１ディストリクト 副統括部長 中国ディストリクト 開発２課長 

日原 雅康 千葉ディストリクト 副統括部長 神奈川ディストリクト 副統括部長 

岩井 正行 東京第１ディストリクト 副統括部長 千葉ディストリクト 開発１課長 

店田 穣一 神奈川ディストリクト 副統括部長 東海第２ディストリクト 副統括部長 

渕上 浩一 湘南・静岡ディストリクト 副統括部長 北陸ディストリクト 開発１課長 

高橋 博 関西第１ディストリクト 副統括部長 
ａｍｐｍ事業・統合本部 

ａｍｐｍ事業管理部付マネジャー 

岡村 英明 関西第３ディストリクト 副統括部長 関西第３ディストリクト 開発１課長 

宇佐美 健二 秘書室長（兼）ディストリクト業務室長 関西第３ディストリクト 統括部長 

井原 義浩 商品本部 日用品・サービス部長 商品本部 加工食品・飲料部長 

叶田 義春 運営本部 営業推進部長 
オペレーション本部  

店舗オペレーション部長 

中嶋 淳浩 運営本部 店舗運営事業部長 オペレーション本部 店舗運営事業部長 

藤本 洋司 管理本部 事業管理室長 FAMIMA CORPORATION（米国）出向 

恒松 秀紀 海外事業本部 海外業務部長 
ＡＦＣ事業本部 

海外事業部 海外新地域グループマネジャー 

平田 幸雄 総合企画部 新規事業開発室付部長 総合企画部 経営企画室付部長 

松尾 明洋 
総合企画部  

国内ＡＦＣ・関係会社推進室付部長 
東海第１ディストリクト副統括部長 

神谷 亨 システム本部 システム開発部付部長 

システム本部 

システム企画開発部 

管理システム開発グループマネジャー 

阿部野 昇 運営本部 店舗運営業務部付部長 湘南・静岡ディストリクト 副統括部長 

山田 悟 運営本部 店舗運営事業部付部長 オペレーション本部 店舗運営事業部付部長



藤田 聡 運営本部 店舗運営事業部付部長 関西第１ディストリクト 副統括部長 

原 紀行 運営本部 管財業務部付部長 千葉ディストリクト 副統括部長 

田中 秀幸 開発本部 開発推進部付部長 開発本部 開発本部付部長 

藤村 達也 開発本部 開発推進部付部長 東京第１ディストリクト 副統括部長 

君嶋 和行 海外事業本部 海外業務部付部長 商品本部 ＤＣＭ推進部長 

小泉 昌親 海外事業本部 海外事業部付部長 
ａｍｐｍ事業・統合本部 

ａｍｐｍ事業管理部長 

 

９．取締役の新任（平成２４年５月下旬開催定時株主総会時） 

氏  名 新業務 旧業務 

竹林 昇 

取締役 常務執行役員 

システム本部 

システム本部長補佐（兼）システム統括部長

常務執行役員 

システム本部 

システム本部長補佐（兼）システム統括部長

 

 

以上 


