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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 中山勇）は、本日開催の取締役会において、

下記の通り組織改編、及び人事異動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 26年 3月 1日付） 

【目的】 

「2014年度経営基本計画」の達成に向けて、主に営業・開発・商品組織を再整備。「現場主義」を徹底することで、

総合力を最大限に発揮し、出店の加速及び既存店の収益力強化を図るものとする。 

 

本部の新設・統廃合及び委員会の新設 

１．新規事業開発本部の新設 

・薬局・ドラッグストア、スーパーマーケットなどの異業種との一体型店舗の出店加速、並びに新業態ビジネス 

モデルの確立と既存店舗への活用等を目的に、「新規事業開発本部」を新設する。 

 

２．店舗運営事業本部の統廃合 

・店舗運営事業本部を廃止し、同本部の「店舗運営事業企画部」と「店舗運営事業部」を統合して営業本部傘下と 

したうえ、「ライン運営事業部」に名称変更する。 

 

３．委員会の新設 

（１）中食構造改革委員会の新設 

   ・中食商品の開発力を強化、製造・物流拠点再整備の施策を立案並びに進捗管理等の徹底を目的に、 

「中食構造改革委員会」を新設する。 

（２）物流構造改革委員会の新設 

   ・物流の全体最適化に向けた施策の立案並びに進捗管理の徹底を目的に、「物流構造改革委員会」を 

新設する。 

 

その他組織改編 

１．営業本部 

（1）支社・営業本部体制の再編及び店舗運営事業本部の廃止 

  ・地区営業統括部を「東日本」「中日本」「西日本」の３ブロックに区分し、当該ブロック毎に「営業本部長補佐」を 

配置する。 

  ・東海・北陸支社を廃止し、営業本部の傘下（中日本ブロック）に「東海地区営業統括部」「北陸地区営業統括部」

を設置する。 

 



（２）営業業務部の新設及び営業推進部の再編 

  ・開店指導体制の強化を目的として、「営業業務部」を新設する。 

 

２．開発本部 

（1）支社・開発本部体制の再編 

  ・東海・北陸支社を廃止し、開発本部の傘下に「東海地区開発統括部」「北陸地区開発統括部」を設置する。 

（２）建設企画部及び店舗建設部の再編 

  ・出店数の増加対応及び業務の効率化を目的に、「建設企画部」及び「店舗建設部」の業務分掌を見直し、 

「建設企画部」を「建設業務部」に、「店舗建設部」を「建設部」に夫々名称変更する。 

 

３．商品本部 

（1）原材料仕入部の再編 

   ・中食構造改革の更なる推進を目的に、「原材料仕入部」を「中食構造改革推進部」に名称変更する。 

（２）地区ＭＤ部の廃止及びデリカ食品部の再編 

  ・地区ＭＤ業務の見直しを行うことを目的に、地区ＭＤ部を廃止し、「デリカ食品部」に移管する。 

（３）ＦＦ・パン・デザート部の新設 

  ・ＦＦ、パン及びデザートの売上向上を目的に、「ＦＦ・パン・デザート部」を新設する。 

 

４．管理本部 

 （1）海外法務部及び法務部の統合 

   ・国内及び海外の法務体制を整備し、業務効率化を目的に、「海外法務部」を「法務部」に統合する。 

 

 

Ⅱ．人事異動 

１．取締役の異動（平成 26年3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

加藤 利夫 

常務取締役 常務執行役員 

総合企画部長、新規事業開発本部管掌 

（兼）システム本部長 

常務取締役 常務執行役員 

総合企画部長 

玉巻 裕章 

常務取締役 常務執行役員 

商品本部長（兼）物流・品質管理本部長 

（兼）中食構造改革委員長 

（兼）物流構造改革委員長 

常務取締役 常務執行役員 

商品本部長（兼）物流・品質管理本部長 

竹林 昇 
取締役 常務執行役員 

社長特命事項担当 

取締役 常務執行役員 

システム本部長 

 

２．執行役員の昇格及び異動（平成26年 3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

上野 和成 
常務執行役員 

営業本部長補佐（中日本ブロック長） 

常務執行役員 

店舗運営事業本部長 



平田 満次 
常務執行役員 

営業本部長補佐（東日本ブロック長） 

常務執行役員 

開発本部 多摩・甲信地区開発統括部長 

中平 義人 
常務執行役員 

営業本部長補佐（西日本ブロック長） 

常務執行役員 

東海・北陸支社長 

菊池 潔 
上席執行役員 

営業本部 東京第２地区営業統括部長 

執行役員 

営業本部 東京第２地区営業統括部長 

山下 純一 
上席執行役員 

海外事業本部長補佐（兼）海外事業部長 

執行役員 

海外事業本部 海外事業部長 

植松 美昭 
執行役員 

開発本部長補佐 (兼) 開発業務部長 

執行役員 

開発本部 開発業務部長 

前西 潤一 
執行役員 

開発本部 多摩・甲信地区開発統括部長 

執行役員 

開発本部 中国地区開発統括部長 

森田 英次 
執行役員 

管理本部 法務部長 

執行役員 

管理本部 海外法務部長 

 

３．執行役員の新任及び異動（平成 26年 3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

本多 利範 
常務執行役員 

新規事業開発本部長 (兼) 社長特命事項担当 

理事 

総合企画部 新規事業開発室長 

（兼）ヘルスケア事業開発室長 

（兼）社長特命事項担当 

野崎 勝久 
執行役員 

開発本部 関西第２地区開発統括部長 

審議役 

開発本部 関西第２地区開発統括部長 

 

４．審議役の異動（平成 26年3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

天野 正章 
審議役 

新規事業開発本部付部長 

審議役 

店舗運営事業本部付部長 

小島 俊一 
審議役 

新規事業開発本部 新業態開発部長 

審議役 

商品本部 加工食品・飲料部長 

網野 真 
審議役 

商品本部付部長 

審議役 

商品本部 原材料仕入部長 

勅使河原 淳 
審議役 

商品本部 中食構造改革推進部長 

審議役 

商品本部 地区ＭＤ部長 

赤荻 達也 
審議役 

商品本部 ＦＦ・パン・デザート部長 

審議役 

商品本部 デリカ食品部長 

杉田 行次 
審議役 

営業本部 兵庫地区営業統括部長 

審議役 

営業本部 湘南・静岡地区営業統括部長 



山嵜 正人 
審議役 

開発本部付部長 

審議役 

開発本部 関西第１地区開発統括部長 

直井 英仁 
審議役 

開発本部 建設業務部長 

審議役 

開発本部 建設企画部長 

 

５．審議役の新任及び異動（平成 26年3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

谷垣 行弘 
審議役 

物流・品質管理本部長補佐 
伊藤忠商事㈱ 

叶田 義春 
審議役 

営業本部 営業推進部長 
営業本部 営業推進部長 

今木 耕司 
審議役 

開発本部 建設部長 
開発本部 店舗建設部長 

 

６．部門長の異動（平成 26年3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

畑口 力也 秘書室長 秘書室マネジャー 

吉野 正洋 新規事業開発本部 ヘルスケア事業部長 総合企画部 ヘルスケア事業開発室付部長 

伊勢戸 克一 商品本部 デリカ食品部長 商品本部 デリカ食品部付部長 

井原 義浩 商品本部 加工食品・飲料部長 商品本部 日用品・サービス部長 

武蔵 芳枝 商品本部 日用品・サービス部長 物流・品質管理本部 品質管理部長 

佐藤 正寿 物流・品質管理本部 品質管理部長 
商品本部  

デリカ食品部 米飯グループマネジャー 

小泉 昌親 営業本部 営業業務部長 営業本部付部長 

中嶋 淳浩 営業本部 ライン運営事業部長 店舗運営事業本部 店舗運営事業部長 

小川 芳光 営業本部 湘南・静岡地区営業統括部長 営業本部 兵庫地区営業統括部長 

田中 邦和 営業本部 東海地区営業統括部長 東海・北陸支社 東海営業統括部長 

加藤 智志 営業本部 北陸地区営業統括部長 東海・北陸支社 北陸営業統括部長 

狩野 智宏 開発本部 法人戦略部長 開発本部 法人戦略部付部長 



朝雄 健一郎 開発本部 湘南・静岡地区開発統括部長 開発本部付部長 

草間 浩昭 開発本部 東海地区開発統括部長 東海・北陸支社 東海開発統括部長 

友井 克己 開発本部 北陸地区開発統括部長 東海・北陸支社 北陸開発統括部長 

松田 正則 開発本部 関西第１地区開発統括部長 
開発本部  

関西第２地区開発統括部 開発１課長 

清田 哲也 開発本部 中国地区開発統括部長 開発本部 九州地区開発統括部長代行 

 

７．理事の異動（平成 26年 3月 1日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

土方 軌 
理事 

新規事業開発本部 新規事業開発部長 

理事 

株式会社南九州ファミリーマート 専務取締役 

鈴木 和夫 
理事 

開発本部付部長 

理事 

開発本部 法人戦略部長 

 

以上 


