
平成 26 年 2 月 28 日

上場会社名：日本ｹﾝﾀｯｷｰ･ﾌﾗｲﾄﾞ･ﾁｷﾝ株式会社
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決算期：平成 26 年 3 月 31 日

問合せ先：経営企画室 ゼネラルマネージャー 原田 健

電話：（０３）５７２２－７２２９

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（本社：東京、社長：渡辺正夫、資本金：72 億 9,750 万円）

は、平成 26 年 2 月 28 日開催の臨時取締役会において、平成 26 年 4 月 1 日付で以下のとおり、組織

変更及び人事異動を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

〔組織変更〕

承継会社を法人として経営する組織体制とするとともに、持株会社及び承継会社各社の企画および管

理機能の更なる強化を図る為、持株会社及び承継会社各社の組織変更及び人事異動を行います。

〔役員人事〕

Ⅰ）日本 KFC ホールディングス株式会社

1.取締役（管掌の異動）

氏名 新職 旧職

長井 哲朗 代表取締役 執行役員専務 ＣＦＯ

兼 ビジネスサポートグループ管掌

兼 関西オフィス・従業員相談センタ

ー管掌

取締役執行役員専務 CFO 兼

CRO 兼 CCO兼 管理グループ管

掌 兼 人事・総務グループ管掌 兼

従業員相談センターゼネラルマネー

ジャー 兼 IFA 担当

嶋﨑 俊一 取締役 執行役員常務 取締役執行役員常務 PH事業

COO 兼 PH営業グループ管掌

発令日：平成 26年 4月 1日

※長井哲朗の代表取締役の異動については、平成 26 年 1月 31 日付「代表取締役の異動に関する

お知らせ」で開示しております。



2.執行役員(新任)

氏名 新職 旧職

原田 健 執行役員

グループ戦略ユニットゼネラルマネ

ージャー

経営企画室 兼 新規事業ユニットゼ

ネラルマネージャー 兼 サプライチェ

ーンマネジメントグループ管掌役員補

佐

発令日：平成 26年 4月 1日

3.執行役員(管掌の異動)

氏名 新職 旧職

中田 寿夫 執行役員常務 執行役員常務 新規事業ユニット担当

役員 兼 リレーションシップマーケテ

ィング特命担当 兼 人事・総務特命

担当

細見 薫 執行役員常務 執行役員常務 店舗開発グループ管

掌 兼 店舗開発ユニットゼネラルマ

ネージャー 兼 KFC事業 COO補

佐

古賀 涼司 執行役員常務

品質保証グループ管掌 兼 品質保

証ユニットゼネラルマネージャー

執行役員常務

品質保証グループ管掌 兼 品質保

証ユニットゼネラルマネージャー 兼

KFC事業 COO補佐 購買戦略担当

兼 PH事業 COO補佐 購買戦略担

当

小林 吉明 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員

サプライチェーンマネジメントグループ

管掌 兼 KFC一般購買ユニットゼネ

ラルマネージャー

戸谷 東郎 ㈱フェニックス 執行役員

PH営業ユニットゼネラルマネージャー



氏名 新職 旧職

合田 豊彦 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員

KFC営業グループ管掌 兼 KFC

FC営業東日本ユニットゼネラルマネ

ージャー 兼 KFC FC営業中日本

ユニットゼネラルマネージャー 兼

IFA 担当

竹井 勤 執行役員

社長補佐（マーケティング担当）

執行役員

KFC マーケティンググループ管掌 兼

KFC マーケティング戦略室室長

岡部 勇次 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員

KFC直営営業ユニット担当役員 兼

KFC直営営業ユニットゼネラルマネー

ジャー

発令日：平成 26年 4 月 1日



Ⅱ）日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

1.取締役（新任）

氏名 新職 旧職

近藤 正樹 代表取締役執行役員社長 -

嶋﨑 俊一 代表取締役執行役員副社長 -

長井 哲朗 取締役（社外取締役） -

発令日：平成 26年 4 月 1日

2.監査役（新任）

氏名 新職 旧職

鈴木 康夫 監査役 -

発令日：平成 26年 4 月 1日

3.執行役員（新任）

氏名 新職 旧職

小林 吉明 執行役員 社長補佐（特命プロジェ

クト、人財育成担当）
-

合田 豊彦 執行役員 社長補佐（IFA、YUM 担

当） 兼 店舗開発グループ管掌

兼 店舗開発ユニットゼネラルマネ

ージャー

-

竹井 勤 執行役員 マーケティンググループ

管掌
-

岡部 勇次 執行役員 直営営業ユニットゼネラ

ルマネージャー
-

原田 健 執行役員 サプライチェーンマネジメ

ントグループ管掌
-

発令日：平成 26年 4 月 1日



Ⅲ）株式会社フェニックス

1.取締役（新任）

氏名 新職 旧職

細見 薫 代表取締役執行役員社長 -

近藤 正樹 取締役（社外取締役） -

長井 哲朗 取締役（社外取締役） -

発令日：平成 26年 4 月 1日

2.監査役（新任）

氏名 新職 旧職

鈴木 康夫 監査役 -

発令日：平成 26年 4 月 1日

3.執行役員（新任）

氏名 新職 旧職

戸谷 東郎 執行役員 社長補佐（企画担当）

兼 マーケティング・購買ユニットゼ

ネラルマネージャー

-

発令日：平成 26年 4 月 1日

Ⅳ）ナチュラル・ダイニング株式会社

1.取締役（新任）

氏名 新職 旧職

中田 寿夫 代表取締役執行役員社長 -

近藤 正樹 取締役（社外取締役） -

長井 哲朗 取締役（社外取締役） -

発令日：平成 26年 4 月 1日

2.監査役（新任）

氏名 新職 旧職

鈴木 康夫 監査役 -

発令日：平成 26年 4 月 1日

以上



〔参考資料〕

Ⅰ.持株会社 役員一覧（平成 26 年４月１日付）

会社名 役職 氏名

日本ＫＦＣホールディングス株式会社 執行役員社長 近藤 正樹（※1）

代表取締役執行役員専務 長井 哲朗

取締役執行役員常務 嶋﨑 俊一

取締役顧問 渡辺 正夫

取締役（社外） 小川 広通

監査役 鈴木 康夫

監査役（社外） 由布 節子

監査役（社外） 大沼 尚人

執行役員常務 中田 寿夫

執行役員常務 細見 薫

執行役員常務 古賀 涼司

執行役員 五十嵐 武

執行役員 伊藤 智明

執行役員 竹井 勤

執行役員 原田 健

(※1） 近藤正樹の代表取締役異動については、平成 26 年 1 月 31 日付「代表取締役の異動に関

するお知らせ」で開示しておりますとおり、6月下旬開催予定の定時株主総会にて取締役選任

後、同日開催予定の臨時取締役会にて代表取締役に選定予定です。

Ⅱ.グループ会社 役員一覧（平成 26 年４月 1 日付）

会社名 役職 氏名

日本ケンタッキー・フライド・チキン

株式会社

代表取締役執行役員社長 近藤 正樹

代表取締役執行役員副社長 嶋﨑 俊一

取締役（社外） 長井 哲朗

監査役 鈴木 康夫

執行役員 小林 吉明

執行役員 合田 豊彦

執行役員 竹井 勤

執行役員 岡部 勇次

執行役員 原田 健



会社名 役職 氏名

株式会社フェニックス 代表取締役執行役員社長 細見 薫

取締役（社外） 近藤 正樹

取締役（社外） 長井 哲朗

監査役 鈴木 康夫

執行役員 戸谷 東郎

会社名 役職 氏名

ナチュラル・ダイニング株式会社 代表取締役社長 中田 寿夫

取締役（社外） 近藤 正樹

取締役（社外） 長井 哲朗

監査役 鈴木 康夫

以上



日本KFCホールディングス株式会社及びグループ会社 組織図 (平成26年４月１日付）

株主総会

取締役会

■日本ＫＦＣホールディングス㈱ 社長/ＣＥＯ グループ戦略ユニット

グループ管理ユニット

品質保証ユニット

関西オフィス

従業員相談センター

CFO

管掌

監査役会

品質保証グループ管掌

社長補佐（マーケ担当）

従業員相談センター

グループ監査室

【ビジネスサポートグループ】

人事総務ユニット

経営管理ユニット

情報システムユニット

■㈱ケイ・アド

■日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 社長

社長

ビジネスサポートグループ管掌

CIO

社長補佐

副社長

直営営業ユニット
取締役会

ＦＣ営業東日本ユニット

ＦＣ営業中日本ユニット

ＦＣ営業西日本ユニット

ＨＲＤユニット

マーケティング戦略企画ユニット

DIGITAL・CRM推進ユニット

Ｒ＆Ｄユニット

マーケティンググループ管掌

FC営業管理

管掌役員補佐

新規事業ユニット

物流・購買ユニット

店舗開発ユニット

建築施設ユニット

■ケイ・フーズ㈱

■㈱フェニックス 社長

営業ユニット
取締役会

マーケティング・購買ユニット

サプライチェーンマネジメントグループ管掌

店舗開発グループ管掌

社長

社長補佐

管掌役員補佐

■ナチュラル・ダイニング㈱ 社長 ピザハット・ナチュラルユニット

取締役会

■フェニックス・フーズ㈱ 社長


