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平成 25 年３月 13 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アークス   

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  横 山   清

(コード：9948 東証第一部、札幌)

問合せ先 執行役員コーポレート部門担当

    古 川  公 一

 (TEL．011-530-1000)

 

 

当社の役員異動並びに当社子会社の組織変更及び役員異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成25年３月13日開催の取締役会において、当社の役員異動並びに当社子会社の組織変

更及び役員異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、役員異動につきましては、各社の定時株主総会、その後の取締役会、監査役会の決議を

経て、正式に決定する予定であります。 

 

記 
１． 当社の役員異動 
【株式会社アークス】 

氏名 新役職名 旧役職名 

古川 公一 

取締役常務執行役員コーポレート部

門担当兼管理部門担当兼コンプライ

アンスグループ担当 

執行役員コーポレート部門担当兼管

理部門担当兼コンプライアンスグル

ープ担当 

守屋 澄夫 取締役執行役員 － 

伊東 和範 監査役 － 

齋藤 弘 退任 取締役執行役員 

岩井 正尚 退任 監査役 

※就任日：平成25年５月23日（木） 

※監査役候補 伊東和範は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役候補であります。 
 
２． 当社子会社の組織変更及び役員異動等 
【株式会社ラルズ】 
（１）組織変更の内容と目的 

①内容 
・２本部制（営業本部、管理本部）を１本部制（営業本部）に改編する。 
・営業本部商品統括部内に生鮮食品グループ、一般食品グループを新設する。 
・営業改革プロジェクトを発展的に解消し、スーパーバイザー部に統合する。 
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②目的 

今年度の同社スローガンである「もっと便利でもっと使いやすいお店づくり」を目指

して営業部門の更なる強化を図るとともに、平成 24 年 10 月に株式会社アークスに新設

した事務集中センターへ経理、人事業務等を集約し、管理業務の効率化を図る。 
 

（２）役員異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

齋藤 弘 相談役（非常勤） 取締役副会長 

増山 謙一 
専務取締役営業本部長兼商品統括部

担当兼一般食品グループ担当 

専務取締役営業本部長兼商品統括部

担当 

猫宮 一久 
常務取締役営業副本部長兼販売統括

部担当 

常務取締役営業副本部長兼販売統括

部担当兼スーパーバイザー部担当 

阿部 勝美 取締役酒販部門担当 専務取締役 

古川 公一 取締役管理部門担当 常務取締役管理本部長 

関根 浩 取締役管理部門担当 
取締役管理副本部長兼経理部ゼネラ

ルマネジャー 

齋藤 英之 
執行役員スーパーバイザー部ゼネラ

ルマネジャー 

執行役員販売統括部第４運営部ゼネ

ラルマネジャー 

鈴木 博雅 
執行役員販売統括部第４運営部ゼネ

ラルマネジャー 

執行役員商品統括部第２商品部ゼネ

ラルマネジャー 

松尾 直人 
執行役員商品統括部生鮮食品グルー

プ担当 

執行役員商品統括部第４商品部ゼネ

ラルマネジャー兼デリカセンター長

大坂 光克 
執行役員商品統括部第４商品部ゼネ

ラルマネジャー兼デリカセンター長

執行役員販売統括部第２運営部ゼネ

ラルマネジャー 

伊東 和範 監査役 － 

福原 朋治 退任 取締役相談役 

六車 亮 退任 取締役 

外岡 学 退任 取締役 

岩井 正尚 退任 監査役 

※就任日：平成25年５月14日（火） 
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（役員以外の人事異動） 

氏名 新役職名 旧役職名 

猫宮 賢二 
商品統括部第２商品部ゼネラルマネ

ジャー 

販売統括部第３運営部ゼネラルマネ

ジャー 

渡辺 和弘 
販売統括部第３運営部ゼネラルマネ

ジャー 

営業改革プロジェクトゼネラルマネ

ジャー 

齋藤 大樹 
販売統括部第２運営部ゼネラルマネ

ジャー 

ビッグハウスエクストラ店長 

藤田 仁志 

販売統括部第５運営部ゼネラルマネ

ジャー兼商品統括部第８商品部ゼネ

ラルマネジャー 

スーパーアークス長都店店長 

納野 朝男 

ラルズプラザ札幌店店長 販売統括部第５運営部ゼネラルマネ

ジャー兼商品統括部第８商品部ゼネ

ラルマネジャー兼ラルズプラザ札幌

店店長 

本田 敬一 － 
人事教育部人事担当ゼネラルマネジ

ャー 

佐藤 聡 － 総務部ゼネラルマネジャー 

※就任日：平成25年３月25日（月） 

※本田敬一は、株式会社アークス人事企画グループゼネラルマネジャー専任となります。 

※佐藤聡は、株式会社アークス総務グループゼネラルマネジャー専任となります。 

 

 

【株式会社道北アークス】 

氏名 新役職名 旧役職名 

三戸部 博 
取締役総務部ゼネラルマネジャー兼

人事教育部ゼネラルマネジャー 

取締役人事教育部ゼネラルマネジャ

ー 

中島 光信 常勤監査役 執行役員総務部ゼネラルマネジャー

伊東 和範 監査役 － 

守屋 澄夫 退任 取締役 

六車 勝 退任 常勤監査役 

岩井 正尚 退任 監査役 

※就任日：平成25年５月16日（木） 
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【株式会社東光ストア】 

氏名 新役職名 旧役職名 

佐藤 洋一 
執行役員店舗運営部担当ゼネラルマ

ネジャー 

執行役員店舗運営部ゼネラルマネジ

ャー 

村橋 元也 
執行役員店舗運営部ゼネラルマネジ

ャー兼販売指導ゼネラルマネジャー

執行役員販売指導ゼネラルマネジャ

ー 

※就任日：平成25年３月22日（金） 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

楠美 秀一 
専務取締役販売統括部担当兼販売促

進部ゼネラルマネジャー 

常務取締役販売統括部担当兼販売促

進部ゼネラルマネジャー 

伊東 和範 監査役 － 

岩井 正尚 退任 監査役 

※就任日：平成25年５月16日（木） 

 

（役員以外の人事異動） 

氏名 新役職名 旧役職名 

中津井 英司 店舗運営部ゼネラルマネジャー 店舗運営部担当ゼネラルマネジャー

※就任日：平成25年３月22日（金） 

 

 

【株式会社道南ラルズ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

土手 光三 代表取締役社長兼営業本部長 
専務取締役兼店舗運営部ゼネラルマ

ネジャー 

今野 伸 
常務取締役店舗運営部ゼネラルマネ

ジャー 

取締役店舗運営部店舗運営・教育ゼ

ネラルマネジャー 

河関 俊明 取締役商品部ゼネラルマネジャー 執行役員商品部ゼネラルマネジャー

鳥塚 一喜 取締役管理部ゼネラルマネジャー 執行役員管理部ゼネラルマネジャー

鍋谷 光明 
執行役員ビッグハウスアドマーニ店

長 
ビッグハウスアドマーニ店長 

中村 善幸 
執行役員店舗運営部カスタマーサー

ビス・教育担当ゼネラルマネジャー

株式会社ラルズ 

ビッグハウス恵庭店店長 
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氏名 新役職名 旧役職名 

齋藤 弘 退任 代表取締役会長 

馬場 利昭 退任 代表取締役社長兼営業本部長 

※就任日：平成25年５月14日（火） 

 

 

【株式会社道東ラルズ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

竹田 稔 

取締役商品統括部ゼネラルマネジャ

ー 

 

取締役商品統括部ゼネラルマネジャ

ー兼生鮮食品グループゼネラルマネ

ジャー 

※就任日：平成25年３月13日（水） 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

齋藤 弘 退任 代表取締役会長 

※退任日：平成25年５月14日（火） 

 

（役員以外の人事異動） 

氏名 新役職名 旧役職名 

田切 茂 
商品統括部生鮮食品グループゼネラ

ルマネジャー 
スーパーアークス桜町店店長 

※就任日：平成25年３月13日（水） 

 

 

【株式会社篠原商店】 

氏名 新役職名 旧役職名 

守屋 澄夫 取締役 － 

※就任日：平成25年５月14日（火） 

 

 

【株式会社ジョイス】 

氏名 新役職名 旧役職名 

青木 洋一 取締役兼専務執行役員営業統括 取締役兼専務執行役員営業本部長 

※就任日：平成25年３月13日（水） 
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氏名 新役職名 旧役職名 

小苅米 秀樹 
代表取締役兼社長執行役員営業本部

長 
代表取締役兼社長執行役員 

青木 洋一 退任 取締役兼専務執行役員営業統括 

松岡 直人 取締役兼執行役員業務本部副本部長 執行役員開発本部長代行 

鳥居 克彦 執行役員生鮮部長 生鮮部長 

※就任日：平成25年５月13日（月） 

 

  

    以上 


