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問 合 せ 先 常務取締役 企画・開発本部長 

佐 伯 雅 則  
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経営管理機構の変更および代表取締役の異動と人事異動 

ならびに連結子会社の代表取締役の異動について 

 

平成２６年１月２７日開催の取締役会において、平成２６年３月１日付の経営管理機構の

変更および代表取締役の異動と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顧客視点の経営の推進 

     ②経営の効率化 

③新規事業の育成強化 

（内容） 

   ①当社の衣料・住関連事業の再編を行う。衣料・住関連事業部とカジュアル商

品事業部を統合する。 

②カジュアル事業本部の各店舗についてはそれぞれのＳＣの運営管理下におき

各地域の運営事業部に所属するものとする。 

   ③衣料・住関連支援部の機能強化を行う。 

   ④衣料・住関連事業部第六商品部をＦＣ事業・新規ライン開発部に改称する。 

   ⑤リテイル企画部をノンストアリテイル事業部に改称し更なる事業推進を図る。 

   ⑥スポーツ事業部は株式会社フジ・スポーツ＆フィットネスの設立および事業

開始に伴い業務を新会社に移管する。 

 



２．代表取締役の異動（平成２６年３月１日付） 

新役職          氏名        現役職 

 

取締役相談役 

              福山 公平 

                 （代表取締役専務 専務執行役員 営業担当） 

 

３．取締役の異動 (平成２６年３月１日付) 

     新役職          氏名        現役職 

  

常務取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 財務部長 

              山口 普 

                   （取締役 上席執行役員 管理本部長  

兼人事総務部長） 

常務取締役 常務執行役員 営業担当 兼 商品事業本部長 

             髙橋 正人 

                  （取締役 上席執行役員 商品事業本部長） 

取締役 執行役員 商品事業副本部長 兼 衣料・住関連事業部長 

              三秋 忍 

                  （取締役 執行役員 カジュアル事業本部長  

兼 カジュアル商品事業部長） 

 

４．執行役員の異動 (平成２６年３月１日付) 

新役職          氏名       現役職 

 

上席執行役員 愛媛（中予）運営事業部長 

              永井 信章 

                   （執行役員 香川・徳島運営事業部長） 

執行役員 山口運営事業部長 

              新田 亮太 

                   （執行役員 衣料・住関連事業部長） 

 執行役員 香川・徳島運営事業部長 

              小堀 弘 

                   （執行役員 山口運営事業部長） 

 

 



（新任執行役員） 

 

執行役員 人事総務部長 

             大西 文和 

                   （総合企画部次長） 

  （退任執行役員） 

石丸 忠司 （執行役員 財務部長） 

現 ㈱フジ・スポーツ＆フィットネス 代表取締役社長 

 

 

５．一般人事 (平成２６年３月１日付) 

新役職        氏名       現役職 

   

生鮮事業部 第一商品部長(精肉) 

            谷﨑 正       (フジ内子店長) 

     

加工食品事業部 第一商品部長(デイリー・菓子) 

    丹 史志         （フジグラン広島 食品課長） 

    

衣料・住関連事業部 FC事業・新規ライン開発部長 

                              塩出 徳子       (衣料・住関連事業部 第六商品部長) 

     

衣料・住関連事業部 衣料・住関連支援部長 

               吉田 勇夫    （フジグラン広島店長） 

     

衣料・住関連事業部 第三商品部長(子供・ベビー・文化) 

               橋本 秀俊     (カジュアル第一商品部長) 

 

テナント事業部 小売専門店部長 

 平田 三朗       （テナント事業部 エキスパート） 

   

  ノンストアリテイル事業部長 

               山田 宗男    (リテイル企画部長) 

 

販売企画・マーケティング部長 兼 企画制作課長 

鶴岡 大吾       （フジグラン高知店長） 



       

フジ夏目店長        高橋 慶浩      (フジ井口店長） 

   

フジ本町店長        山本 健二      （フジ本郷店長） 

   

フジ松江店長        坂本 学       （生鮮支援部 スーパーバイザー） 

   

フジ垣生店長        高山 郁郎      （フジ長門店長） 

   

フジ古川店長        尾下 栄一     （フジグラン北宇和島 食品課長） 

   

フジ藤原店長        山本 哲也     （フジ本町店長） 

   

フジ砥部店長        平垣内 淳     （フジグラン北宇和島店長） 

 

フジ・ＺＹ北条店長    水口 浩三    （精肉センター長） 

 

フジグラン今治店長    小野植 猛      （カジュアル四国エリア長） 

   

フジグラン大洲店長     安永 勝彦     （フジグラン宇部次長） 

   

フジグラン北宇和島店長   吉岡 淳也     （フジ広見店長） 

   

フジ川之江店長       山本 英樹      （生鮮支援部 スーパーバイザー） 

   

フジ本郷店長        善家 高広      （フジ美祢店長） 

   

フジ東予店長        船越 隆夫      （フジ新南陽店長） 

   

フジ内子店長        酒井 雅人      （フジ川之江店長） 

   

フジ宇和店長        横山 潔       （フジ宇和島店長） 

   

フジ広見店長       月原 文子      （フジグラン東広島 食品課長代行） 

   

フジ宇和島店長      美野 耕平      （フジグラン川之江 食品課長代行） 



   

フジグラン十川店長     小島 弘文     （フジ・ZY 北条店長） 

   

フジグラン石井店長    宇都宮 真也    （フジ志度店長） 

 

フジ志度店長       木谷 晃二     （フジ松江店長） 

   

フジグラン葛島店長    三宅 清士    （フジ夏目店長） 

 

フジグラン高知店長    森 雄司       （カジュアル第二商品部長） 

 

フジグラン三原店長      飯野 紀彦     (衣料・住関連事業部 第三商品部長) 

     

フジグラン緑井店長    八石 秀貴     (フジグラン三原店長) 

     

フジグラン広島店長    佐藤 寿一    (フジグラン石井店長) 

   

フジグランナタリー店長  植田 真也    (加工食品事業部 第一商品部長) 

   

フジ熊野店長        藤元 忠雄      （フジ・ZY 東雲店長） 

   

フジ井口店長       石上 寿恵      （フジ古川店長） 

 

フジ・ＺＹ東雲店長    新田 孝治    （フジグラン丸亀 食品課長代行） 

 

フジグラン山口店長    石田 祐司    (フジ東予店長) 

   

フジ新南陽店長       山口 定廣      （フジグラン高陽 食品課長） 

   

フジ長門店長       先本 善郎      （フジ熊野店長） 

 

総合企画部 次長     豊田 洋介     (フジ砥部店長） 

 

人事総務部 労務政策課長 中西 信将    （人事総務部 エキスパート） 

 

 



  財務部 次長 兼 財務管理課長 

               兼久 光国    （財務部 財務管理課長） 

 

財務部 管財課長     宮田 学       (財務部 財務管理課 係長） 

 

ノンストアリテイル事業部 ネットビジネス課長 

             川上 高広    （リテイル企画部 新規事業課長） 

 

ノンストアリテイル事業部 新規事業課長 

             加川 大     （販売企画・マーケティング部  

エキスパート） 

 

６．連結子会社の代表取締役の異動 

                 

株式会社 フジマート（平成２６年３月１日予定） 

新役職          氏名       現役職 

   

代表取締役社長       束村 道夫   (取締役 顧問)  

 

   取締役           篠田 典明   (代表取締役社長) 

 

以 上 

 


