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２０１３年２月２５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 社長室責任者   平林 秀博 

（電話番号 043-212-6042） 

 

 

イオングループのさらなる成長に向けた組織改革を実施 

 

 

この度、イオン株式会社ならびにイオンリテール株式会社は組織改革を実施しますのでご案

内申し上げます。 

 

イオングループは、次なる１０年の成長に向けた強固な経営基盤を構築するべく、２０１１

年度を初年度としたイオングループ中期経営計画（２０１１年度～２０１３年度）を推進して

います。とりわけ、「アジアシフト」「大都市シフト」「シニアシフト」「デジタルシフト」の４

つのメガトレンドに対応した成長戦略を推し進めています。 

 

２年目となる２０１２年度、イオンはグループ経営全般を統括するグループＣＥＯと事業全

般の執行責任を担うグループＣＯＯ体制を確立し、上記４シフトのグループ一体での推進に加

え、総合金融事業構造改革などのグループ構造改革を実施しました。 

 

最終年度となる２０１３年度、イオンは４シフトを着実に推進するとともに、ＧＭＳ事業構

造改革の第二フェーズを加速し、２０１４年度以降のイオングループのさらなる成長に向けた

強固な経営基盤を確立することを目的に、組織改革を実施し経営体制を強化します。 

 

記 

１．イオン株式会社 

（１）機構改革（３月１日付） 

① グループＣＯＯは総合金融事業共同最高経営責任者との兼務を解消し、新たにグループ 

財務最高責任者を兼務する。 

② グループ戦略・ＩＴ・デジタル最高責任者をグループ戦略・デジタル・ＩＴ・マーケテ

ィング最高責任者に改称する。 

③ ＳＭ・ＤＳ事業最高経営責任者をＳＭ事業最高経営責任者とＤＳ事業最高経営責任者に 

改組する。 

④ サービス・専門店・電子マネー事業最高経営責任者をサービス事業最高経営責任者、専

門店事業最高経営責任者、グループ電子マネー事業責任者に改組し、グループ電子マネ

ー事業責任者を総合金融事業共同最高経営責任者の組織下に移管する。 
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（２）執行役人事（３月１日付） 

【職位】 【氏名】 【役位】 

グループＣＥＯ 岡田 元也 代表執行役社長 

グループＣＯＯ 兼 グループ財務最高責任者 森  美樹 代表執行役副社長 

社長補佐 事業開発最高責任者 豊島 正明 専務執行役 

社長補佐 グループ戦略・デジタル・ＩＴ・ 

マーケティング最高責任者 
ｼﾞｪﾘｰ･ﾌﾞﾗｯｸ 専務執行役 

社長補佐 ＧＭＳ事業最高経営責任者 村井 正平 専務執行役 

社長補佐 グループ商品最高責任者 横尾  博 専務執行役 

社長補佐 イオン東北代表 村上 教行 専務執行役 

ＳＭ事業最高経営責任者 内山 一美 専務執行役（昇役） 

ディベロッパー事業最高経営責任者 岡崎 双一 専務執行役（昇役） 

アセアン事業最高経営責任者  尾山 長久 執行役 

中国事業最高経営責任者 辻  晴芳 執行役 

グループＩＴ責任者 縣  厚伸 執行役 

ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者 

兼 グループ環境最高責任者 
平林 秀博 執行役 

サービス事業最高経営責任者 大島  学 執行役 

グループ管理最高責任者  

兼 リスクマネジメント管掌 
木下 裕晴 執行役    

総合金融事業共同最高経営責任者 原口 恒和 *執行役 

総合金融事業共同最高経営責任者  

兼 グループ電子マネー事業責任者 
神谷 和秀 *執行役 

 

※「*」印は、新任です。 

※ 原口恒和は㈱イオン銀行取締役会長およびイオンクレジットサービス㈱取締役を、神谷和秀

はイオンクレジットサービス㈱代表取締役兼社長執行役員を兼務いたします。 

 

（３）新任執行役の略歴 
 
 
氏  名  原口 恒和(はらぐち つねかず) 
生年月日  １９４７年５月７日 
主な経歴     
１９７０年 ４月 大蔵省入省 
１９９５年  ５月 名古屋国税局長 
１９９６年 ７月 近畿財務局長 
２００１年 １月 財務省理財局長 
２００１年 ７月 金融庁総務企画局長 
２００２年 ７月 国民生活金融公庫副総裁 
２００７年１０月 株式会社イオン銀行代表取締役会長 
２０１０年 ３月 同 取締役会長（現任） 
         イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者（現任） 
２０１２年１１月 イオンクレジットサービス㈱取締役（現任） 
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氏  名  神谷 和秀（かみたに かずひで） 
生年月日  １９５６年６月２９日  
主な経歴 
１９８２年 ２月 ジャスコ（現イオン㈱）入社 
１９９０年 ７月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA) CO.,LTD.代表取締役社長 
１９９４年 ５月 イオンクレジットサービス㈱取締役 
２００２年 ５月 同社常務取締役 
２００４年 ５月 同社専務取締役 
２００８年 ５月 同社代表取締役社長 
２０１０年 ６月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.取締役会長（現任） 
２０１１年 ５月 イオンクレジットサービス㈱代表取締役兼社長執行役員（現任） 

 



 4 

２．イオンリテール株式会社 

（１）機構改革（３月１日付） 

① 商品担当兼営業担当の兼務を解消する。 

② 経営企画・開発担当を新設する。 

③ 財経・コントロール担当、人事・総務担当兼リスクマネジメント担当を廃止し、その機能

を新設する経営管理担当に移管する。 

④ 組織力・現場力強化担当、ＧＭＳ改革・専門店化推進担当、リカー事業専門店化推進担当、

サイクル事業推進担当を廃止する。 

⑤ ＳＣ事業担当を廃止し、ＳＣ事業本部を新設する。 

⑥ 東日本エリア政策推進担当および西日本エリア政策推進担当を廃止し、エリア政策推進本

部を新設する。 

 

（２）新組織（３月１日付） 

【職位】 【氏名】 【役位】 

会長 村井  正平  

社長 梅本   和典  

商品担当 久木  邦彦 専務執行役員 

経営企画・開発担当 星野  三郎 専務執行役員 

経営管理担当 西松  正人 専務執行役員 

食品商品企画本部長 土谷 美津子 *専務執行役員 

営業担当 堀江  泰文 常務執行役員 

衣料商品企画本部長 三浦  隆司 常務執行役員 

住居余暇商品企画本部長 伊佐  研一 執行役員 

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部長 有賀  裕子 *執行役員 

東北カンパニー支社長 中川  伊正 *執行役員 

北関東カンパニー支社長 岩月  利夫 執行役員 

南関東カンパニー支社長 笠島  和滋 執行役員 

北陸信越カンパニー支社長 青柳  英樹 *執行役員 

東海カンパニー支社長 木村  謙一 *執行役員 

東近畿カンパニー支社長 湊   博昭 *執行役員 

西近畿カンパニー支社長 若山   昇 *執行役員 

中四国カンパニー支社長 永田  浩二 *執行役員 

営業企画本部長 森永   和也 *執行役員 

ＳＣ事業本部長 合田  正典 執行役員 

エリア政策推進本部長 岡澤  正章 執行役員 

※「*」印は、新任です。 

以上 


