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平成 28年 2月 1日 

各  位 

 

会 社 名        株式会社オークワ 

代 表 者 名        代表取締役社長兼ＣＯＯ 神 吉 康 成 

(コード番号 8217  東証１部) 

問 合 せ 先        常務取締役執行役員 

社長室長兼ＩＲ室長 

兼開発本部長 

 

福 住 哲 也 

Ｔ Ｅ Ｌ        073-425-2481 

 

役員異動ならびに組織変更について 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動ならびに人事異動、組織変更について

決定いたしましたので、お知らせいたします。新任取締役は、平成 28 年 5 月 18 日（水）開催予定の第

47 回定時株主総会において選任される予定です。 

 

 

記 

 

 

１．役員人事（平成２８年２月２１日付） 

新職 （現職） 氏名 

取締役 副会長 執行役員 

        経営戦略室長 

（取締役 副会長 執行役員 

  人事総務本部長兼経営戦略室長） 
大桑 俊男 

常務取締役 執行役員 食品本部長 

兼 品質管理室長 

（常務取締役 執行役員 販売本部長 

兼 業務改革室長 兼 品質管理室長） 
吉田 尚三 

常務取締役 執行役員  

人事総務本部長 
（取締役 執行役員 食品本部長） 大桑 弘嗣 

 

 

２．新任役員人事（平成２８年５月１８日付） 

新職 （現職） 氏名 

取締役 執行役員 販売本部長 

        兼 業務改革室長 

（執行役員 

大阪・兵庫・奈良販売部長） 
武田 庸司 

取締役（社外） 税理士 山口 昇次 
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３．新任役員（取締役）略歴 

  

氏  名 武田 庸司（たけだ ようじ） 

 生年月日 昭和３９年 ９月 １７日（５１歳） 

 主な経歴 昭和６２年 ３月 入社 

  平成２３年 ４月 プライスカット業態部長 

  平成２４年１０月 スーパーセンター業態部長 

  平成２５年 ２月 大阪・兵庫販売部長 

  平成２６年 ８月 大阪・兵庫・奈良販売部長 

  平成２７年 ２月 執行役員大阪・兵庫・奈良販売部長（現任） 

 

 

 

氏  名 山口 昇次（やまぐち しょうじ） 

 生年月日 昭和２５年１０月 １４日（６５歳） 

 主な経歴 昭和４５年 ４月 大阪国税局採用 

  平成１６年 ７月 和歌山税務署副署長 

  平成２０年 ７月 大阪国税局総務部主任税務相談官 

  平成２３年 ７月 税理士登録開業 

  平成２４年 ７月 公益社団法人和歌山納税協会専務理事 

  平成２７年 ７月 税理士（現在） 

※出身地、最終学歴は公表しておりません。 

 

 

４．執行役員人事（平成２８年２月２１日付） 

新職 （現職） 氏名 

執行役員 食品製造部長 

兼 物流事業部長 

（執行役員 食品本部副本部長 兼 

食品製造部長 兼 物流事業部長） 
東山 和典 

執行役員 食品本部  

食品事業部長 
（執行役員 食品本部 生鮮部長） 坂本 明一 

執行役員 販売本部長  

兼 業務改革室長 

（執行役員 

  大阪・兵庫・奈良販売部長） 
武田 庸司※ 

※5 月 18 日開催予定の第 47 回定時株主総会において取締役に選任される予定です。 

 

 

 

５．新任執行役員人事（平成２８年２月２１日付） 

 ・新たに選任された執行役員 

新職 （現職） 氏名 

執行役員 食品事業部  

東海商品部長 
（食品本部 グロッサリー部長） 新川 宏記 
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６．一般人事（平成２８年２月２１日付） 

新職 （現職） 氏名 

大阪・兵庫・奈良販売部長 （和歌山販売部長） 小西 淳 

和歌山販売部長 （三重販売部長） 稲葉 健 

三重販売部長 （パビリオンシティ田辺店長） 裏田 茂弘 

東海販売部長 
（スーパーセンター 

パームシティ和歌山店長） 
小谷 伸次 

カスタマーサービス部長 （オーシティ田辺店長） 中谷 匡 

イベント企画部長 （総務部長 兼 環境対策室長） 布施 晃 

住居衣料事業部長 
（住居関連事業部長  

兼 衣料品事業部長） 
青山 拓司 

総務部長 兼 環境対策室長 （東海販売部長） 山田 統之 

大阪・兵庫・奈良販売部 

マーケットリーダー 
（スーパーセンター橋本店長） 吉川 安浩 

和歌山販売部マーケットリーダー （グロッサリー部） 北林 宗幸 

和歌山販売部コミュニティリーダー （和歌山販売部マーケットリーダー） 小松 和昭 

三重販売部マーケットリーダー （津高茶屋店長） 辻本 秀樹 

三重販売部コミュニティリーダー （パレマルシェ西春店長） 浦田 信久 

東海販売部コミュニティリーダー （スーパーセンター養老店長） 櫻井 茂門 

販売本部シニアスーパーバイザー （三重販売部マーケットリーダー） 田中 啓文 

スーパーセンター 

パームシティ和歌山店長 
（和歌山販売部コミュニティリーダー） 片山 正人 

スーパーセンター橋本店長 （ミレニアシティ岩出店長） 佐地 正博 

パビリオンシティ田辺店長 
（スーパーセンター 

みえ朝日インター店長） 
竹本 勝敏 

パレマルシェ西春店長 （パレマルシェ池下店長） 松本 純治 

ミレニアシティ岩出店長 （メッサガーデンパーク和歌山店長） 中沢 秀秋 

メッサガーデンパーク和歌山店長 （カスタマーサービス部長） 東 貴之 
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新職 （現職） 氏名 

スーパーセンター 

みえ朝日インター店長 
（愛西プラザ店長） 小林 賢次 

スーパーセンター養老店長 （スーパーセンター河芸店長） 山本 年一 

オーシティ田辺店長 （東海販売部コミュニティリーダー） 永井 正弘 

メッサ高松店長 （泉佐野松風台店長） 新田 充 

パレマルシェ池下店長 （鈴鹿高岡店長） 山本 昇 

貝塚三ツ松店長 （本社中島店長） 野口 克之 

貴志川店長 （オークタウン貝塚店長） 上田 弘昭 

鈴鹿高岡店長 （プライスカット御坊店長） 中野 勲二 

本社中島店長 （紀三井寺店長） 川口 真帆美 

橿原畝傍店長 （高野口店長） 溝端 一也 

愛西プラザ店長 （プライスカット柳津店長） 横谷 圭介 

津高茶屋店長 （香芝インター店長） 山田 栄作 

スーパーセンター河芸店長 （パレマルシェ新所原店長） 片岡 秀太郎 

プライスカット御坊店長 （スーパーセンター南紀店） 大森 健一郎 

泉佐野松風台店長 （メッサ北登美ケ丘店長） 高垣 喜彦 

香芝インター店長 （橿原畝傍店長） 久保 雄嗣 

メッサ北登美ケ丘店長 （大淀西店長） 中岡 利章 

紀三井寺店長 （粉河店長） 石井 賀一 

大淀西店長 （貝塚三ツ松店長） 川端 浩之 

高野口店長 （衣料品事業部） 原田 昌伸 

パレマルシェ新所原店長 （岬店長） 松浦 弘樹 

 粉河店長 （貴志川店長） 門前 理 
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新職 （現職） 氏名 

オークタウン貝塚店長 （業務改革室） 谷口 析郎 

岬店長 （生鮮部） 中西 大介 

プライスカット柳津店長 （スーパーセンター美濃インター店） 山崎 哲也 

 

 

７．組織変更（平成２８年２月２１日付） 

・販売本部組織下に「イベント企画部」を新設する。  

・食品本部組織下の生鮮部、グロッサリー部を統合し、「食品事業部」とする。 

食品事業部組織下に「東海商品部」を新設する。 

 ・住居関連事業部、衣料品事業部を統合し、「住居衣料事業部」とする。 

 ・三重販売部組織下の阿田和店、有馬店、熊野店の３店舗を和歌山販売部へ移管する。 

以上 


