
（組織改編の目的） 

○経営計画達成に向けた体制構築 

－単体事業 

     ・高質店舗網の構築 ：出店強化への対応 

     ・個店競争力の強化 ：日商力／収益力の向上 

     ・商品力の向上、構造改革の推進 

－連結経営への対応 

・海外戦略の推進  

・事業拡大への対応 

・管理体制の強化 
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組織・人事のお知らせ 

 

株式会社ファミリーマート（本社 東京都豊島区／代表取締役会長 上田準二）は、本日開催の取締役会において、

下記の通り組織改編、及び人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．【組織改編】 （平成２５年３月１日付） 

 

１．本部の新設  

・営業本部の新設 

営業面における権限と責任の明確化を目的に、営業本部を新設する。 

 

・店舗運営事業本部の新設 

ライン FC（鉄道関連のフランチャイズ）の増加、また、今後見込まれる新たな形態の店舗等への対応を目的に、直営

店及びライン FC等を管轄する店舗運営事業本部を新設する。 

 

・経理財務本部の新設 

今後より高度化する連結決算等への対応を目的に、これまで管理本部傘下に置いていた経理財務関連業務を独立

させ、経理財務本部を新設する。 

 

 

 



２．ディストリクト制から、本部直轄の地区開発統括部・地区営業統括部体制へ  

店舗網構築及び施策実現度向上に向けて、現状の「ディストリクト」を分割し、開発本部傘下の「地区開発統括部」、営

業本部傘下の「地区営業統括部」とする。これにより、現行の１支社・２０ディストリクト体制から、１支社・１７地区開発統

括部・１７地区営業統括部体制とする。 

 

・開発本部「地区開発統括部」の新設 
開発本部傘下に全国１７地区の「地区開発統括部」を新設。 

 

・営業本部「地区営業統括部」の新設 

営業本部傘下に全国１７地区の「地区営業統括部」を新設。 

 

・東海・北陸支社の新設 
現状の「東海支社」に「北陸ディストリクト」を統合し、「東海・北陸支社」とする。 

 

 

３．開発本部  

・法人開発部の名称変更 

ニューマーケットへの出店、及びライン事業の強化を目的に、「法人戦略部」に名称変更する。 

 

 

４．店舗運営事業本部  

・店舗運営事業企画部の新設 

ライン FC（鉄道関連のフランチャイズ）の増加、また、今後見込まれる新たな形態の店舗等への対応を目的に、店舗

運営事業企画部を新設する。 

 

 

５．商品本部  

・原材料仕入部の新設 

原材料調達力の強化を目的に、「原材料仕入部」を新設する。 

 

・ファミリーマートコレクション統括部の新設 

FamilyMart collectionの商品力・収益性の向上を目的に、「ファミリーマートコレクション統括部」を新設する。 

 

 

６．総合企画部  

・ヘルスケア事業開発室の新設 

薬局・ドラッグストアとの連携強化、新業態の出店や既存店舗への具現化、推進体制の強化を目的に、「ヘルスケア事

業開発室」を新設する。 

 

 

 



７．物流・品質管理本部  

・物流企画部の新設 

海外出店や新規事業の支援や構造改革の推進、中長期の物流政策の構築を目的に、「物流企画部」を新設する。 

 

・物流運行部の新設 

センター運営を中心とした既存物流機能の強化・改善の推進を目的に、「物流運行部」を新設する。 

 

 

８．管理本部  

・社会・環境推進部の名称変更 

「社会・環境推進部」を「ＣＳＲ部」に名称変更する。 

 

・内部統制部をゼネスタより移管 

「内部統制部」をゼネスタより「管理本部」に移管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．【人事異動 】 

１．取締役の異動（平成２５年３月１日付） 

氏  名 新業務 旧業務 

横田 孝行 
専務取締役 専務執行役員 

特命事項担当 

専務取締役 専務執行役員 

商品本部長 

（兼）物流・品質管理本部長 

（兼）収益構造改革委員長 

宮本 芳樹 

専務取締役 専務執行役員 

管理本部長、 

経理財務本部管掌 

（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長

（兼）業務プロセス改善委員長 

専務取締役 専務執行役員 

管理本部長、 

内部統制部管掌 

（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 

（兼）コスト構造改革委員長 

小部 泰博 
専務取締役 専務執行役員 

朝日食品工業(株)顧問（※１） 

専務取締役 専務執行役員 

システム本部長 

髙田 基生 

常務取締役 常務執行役員 

営業本部長、 

お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 

常務取締役 常務執行役員 

運営本部長、 

お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 

小松﨑 行彦 

常務取締役 常務執行役員 

経理財務本部長 

（兼）コスト構造改革委員長 

常務取締役 常務執行役員 

管理本部長補佐 

玉巻 裕章 

常務取締役 常務執行役員 

商品本部長 

（兼）物流・品質管理本部長 

（兼）収益構造改革委員長 

常務取締役 常務執行役員 

商品本部長代行 

竹林 昇 
取締役 常務執行役員 

システム本部長 

取締役 常務執行役員 

システム本部長補佐 

（兼）システム統括部長 

（※１）平成２５年３月開催予定の朝日食品工業(株)の株主総会後、同社代表取締役社長に就任予定。 

 

2．執行役員の昇格及び異動（平成２５年３月１日付） 
氏 名 新業務 旧業務 

上野 和成 
常務執行役員 

店舗運営事業本部長 

常務執行役員 

Siam FamilyMart Co.,Ltd. Chairman 

平田 満次 
常務執行役員 

開発本部 多摩・甲信地区開発統括部長 

常務執行役員 

多摩・甲信ディストリクト 統括部長 

中平 義人 
常務執行役員 

東海・北陸支社長 

常務執行役員 

東海支社長 

岩切 公愛 
上席執行役員 

営業本部 九州地区営業統括部長 

上席執行役員 

東京第１ディストリクト 統括部長 

青木 実 
上席執行役員 

商品本部長補佐（兼）商品企画・業務部長 

執行役員 

東京第３ディストリクト 統括部長 



倉又 輝夫 
上席執行役員 

経理財務本部 経理財務部長 

執行役員 

管理本部 経理財務部長 

杉浦 真 
上席執行役員 

管理本部 総務人事部長 

執行役員 

管理本部 総務人事部長 

藤森 正美 
執行役員 

総合企画部付部長 

執行役員 

商品本部長補佐（兼）商品企画・業務部長 

木暮 剛彦 

執行役員 

VI NA FAMILYMART CO., LTD.  

代表取締役社長 

執行役員 

海外事業本部長補佐（兼）海外事業部長 

丸山 直美 
執行役員 

商品本部付部長（※２） 

執行役員 

商品本部 デリカ食品部長 

菊池 潔 
執行役員 

営業本部 東京第２地区営業統括部長 

執行役員 

東京第２ディストリクト 統括部長 

小野塚 喜和 
執行役員 

開発本部 埼玉地区開発統括部長 

執行役員 

関西第１ディストリクト 統括部長 

飯塚 隆 
執行役員 

営業本部 北関東地区営業統括部長 

執行役員 

東北第１ディストリクト 統括部長 

坂崎 佳樹 
執行役員 

開発本部 九州地区開発統括部長 

執行役員 

東海支社 開発統括部長 

山下 純一 
執行役員 

海外事業本部 海外事業部長 

執行役員 

VI NA FAMILYMART CO., LTD. 

代表取締役社長 

（※２）平成２５年４月開催予定の日本フレッシュフーズ協同組合の理事会にて、同組合事務局長に就任予定。 

 

３．執行役員の新任及び異動（平成２５年３月１日付）※経歴書添付 
氏 名 新業務 旧業務 

井上 淳 
執行役員 

開発本部 東京第２地区開発統括部長 

審議役 

埼玉ディストリクト 統括部長 

澤田 浩 
執行役員 

総合企画部 経営企画室長 

審議役 

総合企画部 経営企画室長 

前西 潤一 
執行役員 

開発本部 中国地区開発統括部長 

審議役 

中国ディストリクト 統括部長 

森田 英次 
執行役員 

管理本部 海外法務部長 

審議役 

管理本部 海外法務部長 

吉田 俊也 
執行役員 

開発本部 北関東地区開発統括部長 

審議役 

千葉ディストリクト 統括部長 

 

４．審議役の異動（平成２５年３月１日付） 
氏 名 新業務 旧業務 

加藤 和幸 
審議役 

営業本部 東北第１地区営業統括部長 

審議役 

お客様相談室長（兼）加盟店相談室長 

浅川 龍彦 
審議役 

営業本部 東京第１地区営業統括部長 

審議役 

北関東ディストリクト 統括部長 



村井 律夫 
審議役 

営業本部 多摩・甲信地区営業統括部長 

審議役 

九州第１ディストリクト 統括部長 

杉田 行次 
審議役 

営業本部 湘南・静岡地区営業統括部長 

審議役 

湘南・静岡ディストリクト 統括部長 

鈴木 鉄夫 
審議役 

営業本部 関西第３地区営業統括部長 

審議役 

関西第３ディストリクト 統括部長 

江花 保 
審議役 

開発本部 千葉地区開発統括部長 

審議役 

北陸ディストリクト 統括部長 

山嵜 正人 
審議役 

開発本部 関西第１地区開発統括部長 

審議役 

九州第２ディストリクト 統括部長 

野崎 勝久 
審議役 

開発本部 関西第２地区開発統括部長 

審議役 

関西第２ディストリクト 統括部長 

左京 秀康 
審議役 

開発本部 兵庫地区開発統括部長 

審議役 

兵庫ディストリクト 統括部長 

赤荻 達也 
審議役 

商品本部 デリカ食品部長 

審議役 

東北第２ディストリクト 統括部長 

関根 功 
審議役 

営業本部 店舗運営業務部長 

審議役 

運営本部 店舗運営業務部長 

佐藤 進一 
審議役 

営業本部 管財業務部長 

審議役 

運営本部 管財業務部長 

天野 正章 
審議役 

店舗運営事業本部付部長 

審議役 

運営本部付部長 

青木 聖時 
審議役 

経理財務本部 店舗会計部長 

審議役 

管理本部 店舗会計部長 

朝日 俊行 
審議役 

(株)沖縄ファミリーマート出向（※３） 

審議役 

総合企画部  

国内ＡＦＣ・関係会社推進室付部長 

（※３）平成２５年５月開催予定の(株)沖縄ファミリーマートの株主総会後、同社取締役に就任予定。 

 

５．審議役の新任及び異動（平成２５年３月１日付） 
氏 名 新業務 旧業務 

中村 弘之 
審議役 

営業本部 神奈川地区営業統括部長 
神奈川ディストリクト 統括部長 

宮本 信 
審議役 

開発本部 四国地区開発統括部長 
四国ディストリクト 統括部長 

宇佐美 健二 
審議役 

秘書室長 
秘書室長（兼）ディストリクト業務室長 

直井 英仁 
審議役 

開発本部 建設企画部長 
開発本部 建設企画部長 

大野 文明 
審議役 

管理本部 ＣＳＲ部長 
管理本部 社会・環境推進部長 



氏家 譲 
審議役 

(株)イーネット 取締役 
(株)イーネット 取締役 

武田 正 
審議役 

朝日食品工業(株) 取締役副社長 
朝日食品工業(株) 取締役副社長 

 

６．部長の異動（平成２５年３月１日付） 
氏 名 新業務 旧業務 

田中 邦和 東海・北陸支社 営業統括部長（東海） 東海支社 運営統括部長   

加藤 智志 東海・北陸支社 営業統括部長（北陸） 北陸ディストリクト 副統括部長 

草間 浩昭 東海・北陸支社 開発統括部長（東海） 東京第３ディストリクト 副統括部長 

友井 克己 東海・北陸支社 開発統括部長（北陸） 東京第２ディストリクト 副統括部長 

福田 稔 営業本部 東北第２地区営業統括部長 九州第２ディストリクト 副統括部長 

大橋 泰治 営業本部 埼玉地区営業統括部長 多摩・甲信ディストリクト 副統括部長 

日原 雅康 営業本部 千葉地区営業統括部長 千葉ディストリクト 副統括部長 

辻 篤史 営業本部 関西第１地区営業統括部長 関西第１ディストリクト 京都東営業所長 

原 忠史 営業本部 関西第２地区営業統括部長 関西第２ディストリクト 副統括部長 

小川 芳光 営業本部 兵庫地区営業統括部長 兵庫ディストリクト 副統括部長 

加計 朗 営業本部 中国地区営業統括部長 中国ディストリクト 副統括部長 

和田 伸一 営業本部 四国地区営業統括部長 四国ディストリクト 副統括部長 

道本 一成 開発本部 東北第１地区開発統括部長 東北第１ディストリクト 副統括部長 

長岡 重 開発本部 東北第２地区開発統括部長 東北第２ディストリクト 副統括部長 

岩井 正行 開発本部 東京第１地区開発統括部長 東京第１ディストリクト 副統括部長 

荒井 良二 開発本部 多摩・甲信地区開発統括部長代行 多摩・甲信ディストリクト 開発１課長 

店田 穣一 開発本部 神奈川地区開発統括部長 神奈川ディストリクト 副統括部長 

渕上 浩一 開発本部 湘南・静岡地区開発統括部長 湘南・静岡ディストリクト 副統括部長 

岡村 英明 開発本部 関西第３地区開発統括部長 関西第３ディストリクト 副統括部長 



清田 哲也 開発本部 九州地区開発統括部長代行 九州第１ディストリクト 副統括部長 

芳賀 浩一 お客様相談室長（兼）加盟店相談室長 埼玉ディストリクト 副統括部長 

高橋 博 総合企画部 新規事業開発室付部長 関西第１ディストリクト 副統括部長 

吉野 正洋 総合企画部 ヘルスケア事業開発室付部長 
総合企画部 新規事業開発室  

事業開発第３グループマネジャー 

長岡 勢二 システム本部 システム統括部長 
システム本部 システム統括部 

システム統括グループマネジャー 

伊勢戸 克一 商品本部 商品企画・業務部付部長 朝日食品工業(株)出向 

島田 奈奈 商品本部 原材料仕入部長 商品本部 デリカ食品部付部長 

永井 雄一 
商品本部 

ファミリーマートコレクション統括部長 

商品本部 加工食品・飲料部 

加工食品・菓子グループマネジャー 

大野 泰 物流・品質管理本部 物流企画部長 物流・品質管理本部 物流部長 

中田 順吉 物流・品質管理本部 物流運行部長 
物流・品質管理本部 

物流部 運行グループマネジャー 

武蔵 芳枝 物流・品質管理本部 品質管理部長 
物流・品質管理本部 品質管理部付部長 

（兼）表示・原材料グループマネジャー 

叶田 義春 営業本部 営業推進部長 運営本部 営業推進部長 

阿部野 昇 営業本部 店舗運営業務部付部長 運営本部 店舗運営業務部付部長 

原 紀行 営業本部 管財業務部付部長 運営本部 管財業務部付部長 

米山 稔 営業本部 管財業務部付部長 (株)沖縄ファミリーマート 取締役 

今木 誠 店舗運営事業本部 店舗運営事業企画部長 
運営本部 店舗運営事業部 

事業企画業務グループマネジャー 

中嶋 淳浩 店舗運営事業本部 店舗運営事業部長 運営本部 店舗運営事業部長 

山田 悟 店舗運営事業本部 店舗運営事業部付部長 運営本部 店舗運営事業部付部長 

中島 新一 開発本部 開発業務部付部長 
開発本部 

開発業務部 業務グループマネジャー 

狩野 智宏 開発本部 法人戦略部付部長 
開発本部 

法人開発部 法人戦略グループマネジャー 

土手 和彦 開発本部 店舗建設部付部長 北関東ディストリクト 副統括部長 

玉川 哲史 管理本部 内部統制部長 
管理本部 

総務人事部 人事労政グループマネジャー 

藤本 洋司 経理財務本部 事業管理室長 管理本部 事業管理室長 



飯島 誠 
海外事業本部 海外事業部付部長 

（台湾ファミリーマート） 
物流・品質管理本部 品質管理部長 

高柳 徹男 (株)ファミマ・ドット・コム出向（※４） 内部統制部長 

平田 幸雄 (株)イーネット出向（※５） 総合企画部 新規事業開発室付部長 

（※４）平成２５年５月開催予定の(株)ファミマ・ドット・コムの株主総会後、同社常勤監査役に就任予定。 

（※５）平成２５年６月開催予定の(株)イーネットの株主総会後、同社取締役に就任予定。 

 

７.理事の新任（平成２５年３月１日付） 

在任中の職位・功績等を勘案し、継続して部門責任者の職務を遂行するために理事を新設。 

 

氏  名 新業務 旧業務 

潘  進丁 
理事  

中国事業担当役員 

常務執行役員 

中国事業担当役員 

本多 利範 

理事  

総合企画部 新規事業開発室長 

（兼）ヘルスケア事業開発室長 

常務執行役員 

総合企画部 新規事業開発室長 

益子 正吉 
理事  

物流・品質管理本部長代行 

上席執行役員 

物流・品質管理本部長代行 

北木 繁久 
理事  

管理本部 法務部長 

執行役員 

管理本部 法務部長 

土方  軌 
理事  

(株)南九州ファミリーマート 専務取締役 

執行役員 

(株)南九州ファミリーマート 専務取締役 

鈴木 和夫 
理事  

開発本部 法人戦略部長 

執行役員 

開発本部 法人開発部長 

 

８．取締役の退任（平成２５年５月下旬開催定時株主総会後） 

  

 専務取締役 専務執行役員 横田 孝行 

 専務取締役 専務執行役員 小部 泰博 

 

なお、小部 泰博氏は平成２５年３月開催予定の朝日食品工業(株)の株主総会後、 

同社代表取締役社長に就任予定。 

以上 


