
 

 

 
 

２０１９年２月１３日 

 

各 位 

会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 

代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 

（コード番号 8267 東証第一部） 

問合せ先 執行役環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香 

（電話番号 043－212－6042） 

 

 

代表執行役の異動及び機構改革について 
 

 

    イオン株式会社は、本日開催した取締役会において、代表執行役の異動及び機構改革を決定しま

したのでお知らせいたします。 

    

１．代表執行役異動及び機構改革の目的 

２０１７年１２月に発表したイオンの中期経営計画の実行スピードを加速するため、グループ 

ＣＥＯ下に新たに３名の代表執行役副社長 事業担当を配置する機構改革を実施します。権限移譲

を通じて、中期経営計画において変革の方向性として掲げた「デジタルシフト」「アジアシフト」

「リージョナルシフト」と、それらを支える「投資シフト」を進攻してまいります。 

 

（１） デジタルシフト 

   Ｅコマースビジネスの強化に加え、イオンが保有する店舗、商品、インフラ等の強みと融合

させることで、お客さまの利便性を高め、イオン独自のビジネスプラットフォームを構築しま

す。全ての事業においてデジタルシフトを加速させ、知識集約型産業へと転換を図ってまいり

ます。 

（２） アジアシフト 

アジア全域で進む、ビジネス並びに顧客ニーズのボーダレス化や同時性に迅速に対応するた

め、ＧＭＳ事業において、日本と同様に衣料・住居余暇の商販一体会社化を推進します。売場

の直営化、総合力の発揮により圧倒的Ｎｏ.１モデルを確立し、早期に国際事業の比率を営業

収益・営業利益ベースで５０％を目指してまいります。 

（３） リージョナルシフト 

     消費者ニーズの変化への対応（つくらない化、健康志向、プライベートブランド・ローカ 

    ルブランド化）や新たな利便性の提供により、地域で最も豊かな食生活を提供する新たな店舗 

フォーマットの開発、インフラの整備、オペレーション改革などビジネスモデルの変革により、

最も競争力のあるスーパーマーケット事業を目指してまいります。 

 

２．代表執行役の異動 

（２０１９年３月１日付） 

【新職】 【現職】 【氏名】 

代表執行役副社長 

ディベロッパー事業担当兼 

デジタル事業担当 

執行役 

ディベロッパー事業担当 

 

吉田 昭夫 

代表執行役副社長 

ＧＭＳ事業担当兼国際事業担当 

執行役 

ＧＭＳ事業担当 
岡崎 双一 

代表執行役副社長 

ＳＭ事業担当 

執行役 

ＳＭ事業担当 
藤田 元宏 

※森美樹は５月の定時株主総会をもって取締役兼代表執行役副社長を退任し、相談役に就任予定です。 

 なお、イオン九州㈱及び㈱ダイエーの代表取締役会長は継続予定です。 



 

 

 

３．新任代表執行役の略歴 

氏  名  吉田 昭夫（よしだ あきお） 

生年月日  １９６０年 ５月２６日 

主な略歴    １９８３年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００５年 ９月 同社 東北開発部長 

２００９年 ９月 イオンリテール㈱関東開発部長 

２０１１年 ２月 イオンモール㈱国際企画部統括部長 

２０１１年 ３月 同社 中国本部中国開発統括部長 

２０１１年 ３月 イオングループ中国本社取締役 

２０１４年 ５月 イオンモール㈱常務取締役営業本部長兼中国担当 

２０１５年 ２月 同社 代表取締役社長（現任） 

２０１６年 ３月 イオン㈱執行役 ディベロッパー事業担当（現任） 

所有株式数 ９,３００株 

 

氏  名  岡崎 双一（おかざき そういち） 

生年月日  １９５８年１０月１０日 

主な経歴    １９８１年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９５年 ７月 広東ジャスコ取締役 

２００１年 ６月 ジャヤ・ジャスコ・ストアーズ（現イオンマレーシア）取締役社長 

２００５年 ５月 イオン㈱執行役  

２００５年 ７月 同社 スーパーセンター事業本部長 

２００５年１１月 イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長 

２００９年 ４月 イオン㈱コーポレート・マーケティング部長 

兼イオンリテール㈱取締役営業企画本部長 

２０１１年 ５月 イオンモール㈱代表取締役社長 

２０１２年 ３月 イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当 

２０１３年 ３月 同社 専務執行役 

２０１４年 ３月 同社 ＧＭＳ事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者 

２０１５年 ２月 同社 執行役（現任） 

２０１５年 ２月 同社 ＧＭＳ改革担当 

２０１５年 ２月 イオンリテール㈱代表取締役社長（現任） 

２０１６年 ３月 イオン㈱ＧＭＳ事業担当（現任） 

所有株式数  １８,６００株 

 

氏  名  藤田 元宏（ふじた もとひろ） 

生年月日  １９５５年７月１１日 

主な略歴    １９７８年 ３月 ㈱カスミ入社 

２０００年 ５月 同社 取締役 

２００４年 ５月 同社 常務取締役 

２００５年 ３月 同社 上席執行役員 

２００７年 ５月 同社 専務取締役 

２０１２年 ３月 同社 代表取締役社長 

２０１５年 ３月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 

取締役副社長 

２０１７年 ３月 同社 代表取締役社長（現任） 

２０１７年 ３月 イオン㈱執行役 ＳＭ事業担当（現任） 

所有株式数  ０株  

   

４．機構改革（３月１日付） 

（１）代表執行役副社長 ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当を配置する。 

・ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当下に、ネット事業担当及びＩＣＴ推進担当を 

配置する。 

（２）代表執行役副社長 ＧＭＳ事業担当兼国際事業担当を配置する。 

・ＧＭＳ事業担当兼国際事業担当下に、中国事業担当及びアセアン事業担当を配置する。 

  ・ベトナム事業をアセアン事業に統合する。 



 

 

 

 

（３）代表執行役副社長 ＳＭ事業担当を配置する。 

（４）商品担当を商品・物流担当に改称する。 

    ・商品・物流担当下に、物流改革担当を新設する。 

（５）経営企画担当下に、グループ戦略担当を新設する。 

 

５．執行役（３月１日付）                           

【担当】 【氏名】 【役位】 

グループＣＥＯ 岡田 元也 代表執行役社長 

ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当 吉田 昭夫 代表執行役副社長 

ＧＭＳ事業担当兼国際事業担当 岡崎 双一 代表執行役副社長 

ＳＭ事業担当 藤田 元宏 代表執行役副社長 

財務・経営管理担当 山下 昭典 執行役副社長 

経営企画担当 若生 信弥 執行役副社長 

中国事業担当 羽生 有希 執行役 

商品・物流担当 柴田 英二 執行役 

総合金融事業担当 鈴木 正規 執行役 

サービス・専門店事業担当 中山 一平 執行役 

環境・社会貢献・ＰＲ・ＩＲ担当 三宅 香 執行役 

物流改革担当 小佐野 豪績 執行役 

人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 渡邉 廣之 執行役 

ネット事業担当 齊藤 岳彦 執行役 

アセアン事業担当 西峠 泰男(*) 執行役 

 

６．責任者（３月１日付）                           

【担当】 【氏名】 【役位】 

ヘルス＆ウエルネス事業担当 難波 廣幸 責任者 

コスメティック事業担当 中島 裕子 責任者 

グループ戦略担当 池畑 和佐(*) 責任者 

ＩＣＴ推進担当 櫻庭 博文(*) 責任者 

 

「*」印は新任です。 



 

 

 

 

７．新執行役の略歴 

 

氏    名    西峠 泰男（にしとうげ やすお） 

生年月日    １９６７年 ２月 ５日 

主な経歴   １９８９年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９８年 ５月 同社 マックスバリュ江刺店長 

２０００年 ５月 同社 マックスバリュ各務原店長 

２００２年 ８月 同社 マックスバリュ北陸事業部長 

２００４年 ３月 同社 山陰事業部長 

２００６年 ３月 同社 長野事業部長 

２００９年 ４月 同社 海外事業戦略チーム 

２０１１年１０月 イオンベトナム代表取締役社長（現任） 

２０１７年 ４月 イオン㈱ベトナム事業担当（現任） 

 

８．新責任者の略歴 

 

氏  名   池畑 和佐（いけはた かずさ） 

生年月日   １９６３年１２月９日 

主な経歴       １９８７年 ４月 ジャスベル㈱（現イオンコンパス㈱）入社 

１９９９年 ２月  同社 メディア営業本部長 

２０００年 ８月  同社 東日本営業本部長 

２００１年 ２月  同社 団体営業本部長 

２００１年 ８月  同社 法人営業本部長 

２００３年 ５月  同社 取締役 販売企画本部長 

２００５年 ２月  同社 取締役 営業本部長 

２０１１年 ５月  同社 常務取締役 営業・経営管理担当 

２０１３年 ５月  同社 代表取締役社長就任（現任） 

 

氏  名   櫻庭 博文（さくらば ひろふみ） 

生年月日   １９７１年４月７日 

主な経歴         １９９２年 ３月 イオンクレジットサービス㈱）入社 

２０１０年 ３月 同社 情報システム部長 

２０１１年 ５月 同社 執行役員 情報システム統括部長 

２０１３年 ４月 同社 執行役員 ＩＴ・システム部長 

２０１４年 ４月 同社 執行役員 システム統括部長 

２０１５年 ６月 同社 取締役兼執行役員 システム本部長 

２０１６年 ４月 同社 取締役兼執行役員 システム・ソリューション部長 

２０１７年 ４月 同社 取締役兼執行役員 営業企画本部長（現任） 

 

 

以上 

 


