
 
２０１３年４月９日 

各   位 
会 社 名  マックスバリュ東海株式会社 
代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  寺 嶋  晋 

        （コード番号  ８１９８ 東証第２部）  
問 合 せ 先  取締役経営管理本部長  浅倉 智  

( TEL. ０５５-９８９-５０５０㈹)  
 

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 

 
 当社は、２０１３年４月９日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締

役及び監査役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本異動は、２０１３年５月２４日に開催予定の第５１期定時株主総会及びその後

に開催する取締役会にて正式に決定する予定であります。 

 

記 
１．異動の理由 
  新たな経営体制の下、一層の企業価値向上を図るため 
 
２．代表取締役の異動 

氏 名 新役職名 現役職名 

神尾 啓治 代表取締役社長 常務取締役 商品統括本部長

  寺嶋  晋 ※ ― 代表取締役社長 

※現代表取締役社長の寺嶋晋は２０１３年５月２４日に開催予定の第５１期定時株主総
会終結の時をもって退任となります。 

 
３．取締役の異動 
(1) 役職の異動 

氏 名 新役職名 現役職名 

片山 勝治 取締役会長 専務取締役 管理・開発担当

 

(2) 新任取締役候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

曽我 順二 専務取締役 営業担当 

荻野 正治 取締役 店舗開発本部長付 

近藤 健司 取締役 人事本部長付 

萩原 一也 取締役 プライム事業推進本部長 

真中 和弥 取締役（非常勤） イオン㈱ＳＭ事業改革チーム 

 



(3) 退任予定取締役 

氏 名 現役職名 

谷口 一郎 常務取締役 

飯塚  章 取締役 

山下 豊明 取締役 

後藤 鉄朗 取締役 

 
４．監査役の異動 
(1) 新任監査役候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

松岡 洋幸 常勤監査役 社長付 

足立 憲昭 監査役（社外監査役） ㈱光洋 監査部長 

 

(2) 退任予定監査役 

氏 名 現役職名 

鈴木 茂樹 常勤監査役 

岡田 次生 監査役（社外監査役） 

（注）1.本件については、監査役会の同意を得ております。 
）  2.候補者足立憲昭氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役の候補者です。 

 

５．新任代表取締役及び新任取締役・監査役の略歴 
 

氏名 

 

神尾 啓治（かみお けいじ） 

生年月日 １９５７年７月１１日生 

略歴 １９８０年３月 当社（旧㈱八百半デパート）入社 

 １９９８年２月 

２００１年９月 

当社 営業コーディネーター部長 

当社 八幡町店店長 

 ２００３年３月 当社 商品統括部デイリーマネージャー 

 ２００４年３月 当社 店舗統括本部長 

 ２００４年５月 当社 取締役 

 ２００８年５月 当社 常務取締役（現） 

 ２０１１年５月 当社 商品統括本部長（現） 

所有株式数 ８，８５０株 

 

 

氏名 曽我 順二（そが じゅんじ） 

生年月日 １９５８年５月２７日生 

略歴 ２００８年７月 ㈱CFS コーポレーション入社 

 ２００８年 10 月 同社 フード事業本部事業構造改革推進リーダー 

 ２００９年２月 同社 フード事業本部執行役員兼事業本部長 

 ２０１０年４月 イオンキミサワ㈱ 代表取締役社長 



（注） ２０１３年３月 当社 営業担当（現） 

 
 
氏名 荻野 正治（おぎの まさはる） 

生年月日 １９６３年７月１２日生 

略歴 １９８６年４月 ㈱キミサワ（現㈱CFS コーポレーション）入社 

 ２００７年２月 同社 フード事業本部商品部部長 

 ２００９年２月 同社 フード事業本部事業企画管理室室長 

 ２０１０年４月 イオンキミサワ㈱ 取締役経営企画室長 

（注） ２０１３年３月 当社 店舗開発本部長付（現） 

 
 
氏名 近藤 健司（こんどう けんじ） 

生年月日 １９６０年１０月１５日生 

略歴 １９８３年４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 ２００６年４月 同社 関東カンパニー人事教育部長 

 ２０１１年３月 イオンアイビス㈱ 受託企画第２部長 

 ２０１１年９月 イオンキミサワ㈱ 人事総務本部長 

（注） ２０１３年３月 当社 人事本部長付（現） 

 
 
氏名 萩原 一也（はぎわら かずや） 

生年月日 １９５８年８月１日生 

略歴 １９８５年４月 ㈱キミサワ（現㈱CFS コーポレーション）入社 

 ２００３年３月 同社 ザ･コンボ千代田店店長 

 ２００９年３月 同社 スーパーマーケット事業本部営業部長 

 ２０１１年３月 イオンキミサワ㈱ 商品部長 

（注） ２０１３年３月 当社 プライム事業推進本部長（現） 

 
 
氏名 真中 和弥 （まなか かずや） 

生年月日 １９５８年８月９日生 

略歴 １９８１年３月 伊勢甚ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 ２０００年９月 同社 農産商品部マネージャー 

 ２００９年９月 同社 商品戦略部 

 ２０１２年３月 同社 生鮮・デリカ改革チーム 

 ２０１３年３月 同社 ＳＭ事業改革チーム（現） 

 
 
氏名 松岡 洋幸 （まつおか ひろゆき） 

生年月日 １９５０年１１月１５日生 

略歴 １９７３年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 １９９８年２月 マックスバリュ東北㈱ 取締役 

 ２００２年５月 同社 専務取締役 

 ２０１０年５月 イオンキミサワ㈱ 常勤監査役 

（注） ２０１３年３月 当社 社長付（現） 

 
 



氏名 足立 憲昭 （あだち のりあき） 

生年月日 １９５１年１２月２６日生 

略歴 １９７４年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

 １９９９年６月 同社 グループ会社統括部 

 ２００６年９月 同社 内部統制構築プロジェクトリーダー 

 ２００８年８月 同社 グループ経営監査室 

 ２００９年４月 ㈱光洋 監査部長（現） 

 
（注）当社は、イオンキミサワ㈱を２０１３年３月１日付で合併いたしております。 
 

 

以 上 


