
 

 

 

 

平成２８年１月２５日 

各  位 

会 社 名 株式会社 フ ジ 

代 表 者 名 代表取締役社長 尾 﨑 英 雄 

コード番号 ８２７８ 東証第一部 

問 合 せ 先 専務取締役 企画・開発本部長 

佐 伯 雅 則  

（TEL 089-922-8112） 

 

   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２８年１月２５日開催の取締役会において、平成２８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ように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 顧客視点経営の推進 

② 意思決定の迅速化 

③ 経営の効率化 

 

（内 容） 

① 経営企画担当をおく。 

② 企画・開発本部と管理本部を再編し開発・管理本部を新設する。 

③ 開発・管理本部に店舗開発部、人事総務部、財務部、情報システム部をおく。 

④ 総合企画部を経営企画担当の直轄とする。 

⑤ 衣料・住関連事業部の第一商品部、第二商品部の部門再編を行い、第一商品

部（婦人・紳士・子供）、第二商品部（履物・服飾・実用・スポーツ）とする。 

 

 

 

 



 ２．取締役の異動（平成２８年３月１日付） 

新役職         氏名      現役職 

 

専務取締役 専務執行役員 経営企画担当 兼 総合企画部長 

              佐伯 雅則 

               （専務取締役 専務執行役員 企画・開発本部長 

                                   兼 総合企画部長） 

 

  常務取締役 常務執行役員 営業副担当 兼 商品事業本部長 

                山口 普  

               （常務取締役 常務執行役員 管理本部長 

                                  兼 財務部長） 

常務取締役 常務執行役員 開発・管理本部長 兼 店舗開発部長 

              髙橋 正人 

                （常務取締役 常務執行役員 営業副担当    

  兼 商品事業本部長） 

 

 

３．執行役員の異動 （平成２８年３月１日付） 

新役職         氏名      現役職 

   

  上席執行役員 生鮮食品事業部長 

                仙波 保幸  （執行役員 生鮮食品事業部長） 

 

  執行役員 人事総務部長 兼 財務部長 

                大西 文和  （執行役員 人事総務部長） 

 

執行役員 テナント事業部長 

              吉田 勇夫  （執行役員 衣料・住関連事業部長 

                               兼 第一商品部長） 

 

執行役員 衣料・住関連事業部長 

              塩出 徳子  （執行役員 愛媛（中予）運営事業部長） 

 

 

 

 



（新任執行役員） 

上席執行役員 広島運営事業部長  

             永井 信章  （人事総務部） 

 

執行役員 山口運営事業部長 

             谷尾 和幸  （フジグラン松山店長） 

 

  執行役員 愛媛（中予）運営事業部長  

                徳永 隆明  （フジグラン重信店長） 

 

  執行役員 情報システム部長 兼 システム開発課長 

                重松 昌司  （情報システム部長 

                     兼 システム開発課長） 

（退任執行役員） 

               森山 博行  （上席執行役員 広島運営事業部長） 

 

               塩﨑 圭三  （上席執行役員 テナント事業部長） 

 

               新田 亮太  （執行役員 山口運営事業部長） 

 

               辻 正道   （執行役員 店舗開発部長） 

 

 

４．一般人事 （平成２８年３月１日付） 

新役職         氏名      現役職 

 

  加工食品事業部 ベーカリー事業運営部長 

                宇都宮 猛  （フジグラン尾道店長） 

 

加工食品事業部 加工食品支援部長 

     八石 秀貴  （フジグラン緑井店長） 

    

衣料・住関連事業部 第一商品部長（婦人・紳士・子供） 

                源 健治   （衣料・住関連事業部 第二商品部長） 

 

衣料・住関連事業部 第二商品部長（履物・服飾・実用・スポーツ） 

                亀田 能史  （フジグラン安芸店長） 



  フジグラン松山店長      磯邉 健次  （フジグラン北浜店長） 

   

フジグラン重信店長      月原 文子  （フジ広見店長） 

   

フジ松江店長         國田 勝裕  （人事総務部） 

   

フジ藤原店長         石田 祐司  （フジグラン山口店長） 

 

フジ立花店長         丸岡 憲史  （フジグラン高知 食品課長） 

   

フジ南久米店長        川原 靖弘   （フジグラン神辺 食品課長） 

 

フジ・ＺＹ北条店長     野口 浩一  （フジグラン今治 食品課長） 

 

フジグラン西条店長     田村 光運    （フジ南久米店長） 

   

フジグラン今治店長      船越 隆夫  （フジ東予店長） 

 

  フジグラン大洲店長     旭 光雄   （フジグラン三原  

次長 兼 衣料・住関連課長） 

   

フジグラン北浜店長     山本 哲也  （フジ藤原店長） 

   

フジ新居浜駅前店長      三野 将吾  （フジ東田店長） 

   

フジ東予店長         濱永 純   （加工食品支援部 スーパーバイザー） 

   

フジ広見店長         山本 幸樹  （フジ桜井店長） 

   

フジグラン北島店長     飯野 紀彦  （フジグラン三原店長） 

   

フジ桜井店長        岩田 淳   （フジグラン川之江 食品課長代行） 

   

フジ須崎店長        則内 伸也  （フジグラン東広島 食品課長） 

   

フジ中村店長         柴野 哲寛  （加工食品事業部 第一商品部 

バイヤー） 



  フジグラン尾道店長     杉野 智治  （フジ須崎店長） 

 

フジグラン三原店長     下瀬 健太郎 （フジ三篠店長） 

   

フジグラン安芸店長     大下 勝   （フジ新居浜駅前店長） 

 

フジグラン緑井店長     安永 勝彦  （フジグラン大洲店長） 

 

フジ竹原店長          新田 孝治  （フジ・ＺＹ東雲店長） 

     

フジ三篠店長        佐々木 孝  （フジ立花店長） 

     

フジ廿日市店長       向井 明史  （フジグラン安芸 食品課長） 

   

フジ・ＺＹ東雲店長     矢野 龍起  （フジグラン高陽 食品課長） 

   

フジグラン山口店長      棚田 敬治  （フジ柳井店長） 

   

フジグラン宇部店長     小松 宗人  （フジグラン北島店長） 

 

フジ柳井店長        長谷 智   （フジ竹原店長） 

 

フジ長門店長        藤方 良淳  （販売企画・マーケティング部 

販売促進・マーケティング課長） 

   

  エフ・マルシェ古川店長 兼 エフ・マルシェ南吉田店長 

  寄川 豊和  （エフ・マルシェ古川店長） 

 

  総合企画部 カンパニーズ戦略課長 

  西森 貴志  （総合企画部 経営企画課 係長） 

 

  店舗開発部 次長 兼 四国開発課長 

                大園 文彦  （店舗開発部 四国開発課長） 

 

  財務部 次長 兼 管財課長  兼久 光国  （財務部 次長 兼 財務管理課長） 

 

  財務部 財務管理課長    宮田 学   （財務部 管財課長） 



販売企画・マーケティング部 販売促進・マーケティング課長 

藤原 秀徳  （販売企画・マーケティング部 

 販売促進・マーケティング課 係長） 

 

  中国地区担当シニアエキスパート 

               森山 博行   

 

 テナント事業部シニアエキスパート 

               塩﨑 圭三   

 

 人事総務部付 

               新田 亮太   

 

 店舗開発部シニアエキスパート 

               辻 正道    

 

 

５．連結子会社の代表取締役の異動 

 

株式会社 フジデリカ・クオリティ（平成２８年３月１日付） 

    新役職          氏名       現役職 

 代表取締役社長       大内 健二     （取締役） 

大内 健二は㈱フジの 代表取締役専務 専務執行役員 営業担当を兼務いたします。 

 

 取締役会長         田中 正二     （代表取締役社長） 

 

 

株式会社 フジマート四国（平成２８年３月１日付） 

    新役職          氏名        

 代表取締役社長       家髙 大幸 

  現代表取締役社長の永井 信章は㈱フジの 上席執行役員 広島運営事業部長に就任い 

たします。 

 

 

以 上 


