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取締役および監査役の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、2022年４月８日開催の取締役会において、2022年５月20日開催予定の第43期定時株主総会

に付議する取締役、監査役の人事について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．役員人事 

（１）取締役候補者（2022年５月20日付） 

役位 氏 名 現担当・主な職業 

取締役 重任 藤本 明裕 代表取締役社長 

取締役 新任 宮崎 剛 イオン株式会社 経営管理担当 

取締役 重任 堀田 昌嗣 常務取締役管理担当 

取締役 重任 阿部 豊明 取締役営業開発担当 

取締役 重任 仲澤 光晴 取締役商品・デジタル担当 

非常勤取締役 新任 神尾 啓治 
イオン株式会社 執行役SM担当 

マックスバリュ東海株式会社 代表取締役社
長 

取締役（社外） 重任 山川 隆久 取締役（社外） 

取締役（社外） 重任 米谷 真 取締役（社外） 

取締役（社外） 新任 香川 進吾 
SS Technologies株式会社 取締役会長 

古野電気株式会社 社外取締役 

※香川氏は会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。また、東京証券取引 

所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。  

 

(２) 監査役候補者（2022年５月20日付） 

役位 氏 名 現担当・主な職業 

監査役 重任（任期中継続） 浅倉 智 常勤監査役 

監査役 重任（任期中継続） 東海 秀樹 監査役 

監査役 新任 渡邊 奈緒美 イオン株式会社 法務部統括マネージャー 



監査役（社外） 新任 梶田 茂 株式会社イオンファンタジー 中国事業責任者 

※梶田氏は、現職を退任予定であり、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者

です。 

 

（３）退任予定の取締役（2022年５月20日付） 

氏 名 現役職 

草柳 廣 取締役 経営管理本部長 

 

(４) 退任予定の監査役（2022年５月20日付） 

氏 名 現役職 

橘 良治 監査役 

満重 誠 監査役 

※橘氏、満重氏は任期満了に伴う退任となります。 

 

２．略歴 

（１）新任取締役 

氏名：  宮崎 剛 （みやざき たけし） 

生年月日： 1970年６月14日 

主な略歴 

1993年４月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 

2001年９月 同社 秘書室 

2009年７月 イオンリテール株式会社 まいばすけっと事業部 

2012年１月 まいばすけっと株式会社 営業部長 

2013年３月   同社 取締役後方統括部長 

2015年４月   同社 取締役営業・後方統括部長 

2016年１月   同社 取締役人材開発部長 

2017年３月 アコレ株式会社 代表取締役社長 

2018年４月   イオンビッグ株式会社 代表取締役社長 

2019年９月   イオン株式会社 ディスカウント事業ＰＴ 

2020年４月   同社 財経担当兼財務部長 

2022年３月   同社 経営管理担当（現任） 

 

氏名：  神尾 啓治 （かみお けいじ） 

生年月日： 1957年７月11日 

主な略歴 

1980年３月  株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社 

1998年２月   同社 営業コーディネーター部長 

2001年９月    同社 八幡町店長 

2003年３月    同社 商品統括部デイリーマネージャー 



2004年３月    同社 店舗統括本部長 

2004年５月    同社 取締役 

2008年５月    同社 常務取締役 

2011年５月    同社 商品統括本部長 

2013年５月  同社 代表取締役社長（現任） 

2022年３月   イオン株式会社 執行役 SM担当（現任） 

 

氏名：香川 進吾 （かがわ しんご） 

生年月日：1958年３月８日 

主な略歴 

1981年４月 富士通株式会社入社 

2010年４月 同社 ネットワークサービス事業本部長 

2012年４月 同社 執行役員ネットワークサービス事業本部長 

2015年４月 同社 執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長 

2016年４月 同社 執行役員専務/CTO デジタルサービス部門長 

2018年４月 株式会社富士通総研 代表取締役社長 

2020年５月 古野電気株式会社 社外取締役（現任） 

2020年10月 株式会社DigiIT 代表取締役社長 

2021年10月 SS Technologies株式会社（旧株式会社DigiIT） 取締役会長（現任） 

 

（２）新任監査役 

氏名：渡邊 奈緒美 （わたなべ なおみ） 

生年月日：1975年３月31日 

主な略歴 

2007年４月 イオン株式会社入社 

2018年３月 同社 法務部国際法務マネージャー 

2021年９月 同社 法務部統括マネージャー（現任） 

 

氏名：梶田 茂 （かじた しげる） 

生年月日：1958年10月25日 

主な略歴 

1981年11月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 

2007年３月 タルボットジャパン株式会社 管理本部長 

2008年３月 泰波姿（上海）商貿有限公司総経理 

2009年５月 株式会社イオンファンタジー 人事グループチーフマネージャー 

2012年４月 同社 人事本部長兼リスクマネジメント担当 

2013年５月 同社 取締役グローバル事業推進本部長 

2014年９月 同社 取締役アセアン事業責任者 

2016年３月 同社 取締役西日本営業本部長 

2017年５月 同社 取締役営業統括 

2020年３月  同社 取締役中国事業責任者（現任） 

 以 上 


