２０１６年３月１日
イ オ ン 株 式 会 社
イオンリテール株式会社
株 式 会 社 ダ イ エ ー
イオンマーケット株式会社

グループ成長を加速する経営体制確立に向けた組織改革を実施

イオン株式会社（以下、当社）ならびに連結子会社のイオンリテール株式会社、株式会社
ダイエー、イオンマーケット株式会社は、組織改革を実施します。
当社は純粋持株会社へ移行した２００８年以降、グループ各事業・企業が業界・地域で
ＮＯ．１へと成長し、競争力ある事業・企業が有機的に結合することにより高いシナジーを創
出する企業グループへの進化をめざして、グループ構造改革を推進してきました。
２０１６年２月期は、事業会社中心の新たなグループ経営体制の確立を図るべく組織改革を
実施し、ＳＭ・ＤＳ事業は大幅な営業増益、ＧＭＳ事業においても、イオンリテールの第４四
半期業績が前期より向上する見込みであり、上記組織改革の成果は着実に現れつつあります。
２０１７年２月期は、前期から推進している諸改革のさらなる深化・加速に加え、子会社経
営管理の強化に重点的に取り組むため、現在、経営改革を進めているイオンリテール株式会社、
株式会社ダイエー、イオン九州株式会社、イオンマーケット株式会社各社の代表取締役会長と
して当社執行役を配置します。
イオンは、連結業績の向上と２０２０年に向けたグループ成長をめざし、下記新体制のもと、
革新への挑戦を続けてまいります。

記
１．イオン株式会社
（１）機構改革（３月１日付）
① グループＣＥＯ組織下に海外渉外担当を新設する。
② ４シフト推進担当を新設し、グループＣＯＯが兼務する。
③ ＩＴ改革担当を新設する。
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（２）執行役（３月１日付）
【氏名】
岡田 元也

【旧職】

【新職】
取締役兼代表執行役社長

取締役兼代表執行役社長

グループＣＥＯ

グループＣＥＯ

取締役兼代表執行役副社長 グループ
森

美樹

ＣＯＯ 兼 ４シフト推進担当

取締役兼代表執行役副社長

兼 ㈱ダイエー代表取締役会長

グループＣＯＯ

兼 イオン九州㈱顧問(※)
山下 昭典(*)

執行役副社長 財務担当

イオンフィナンシャルサービス㈱

兼 イオンリテール㈱代表取締役会長

代表取締役社長（継続）

執行役副社長 経営企画担当
若生 信弥

兼 国際事業担当 兼 ＩＴ改革担当
兼 電子マネー事業責任者

執行役
財務担当 兼 国際事業担当

執行役 ＧＭＳ事業担当

執行役 ＧＭＳ改革担当

兼 イオンリテール㈱代表取締役社長

兼 イオンリテール㈱代表取締役社長

柴田 英二

執行役 商品担当

執行役 商品担当

吉田 昭夫(*)

執行役 ディベロッパー事業担当

岡崎 双一

豊島 正明

取締役兼執行役 事業開発担当
兼 イオンマーケット㈱代表取締役会長

イオンモール㈱代表取締役社長
（継続）
取締役兼執行役 事業開発担当

村井 正平

執行役 ＳＭ・ＤＳ事業担当

執行役 ＳＭ改革担当

西松 正人(*)

執行役 経営管理担当

㈱ダイエー 取締役 専務執行役員

「*」印は、新任です。
※森美樹は、5 月開催予定のイオン九州㈱定時株主総会および取締役会の決議を経て、同社代
表取締役会長に就任予定です。
（３）幹部（３月１日付）
【氏名】
ジェリー・ブラック
髙橋 丈晴

【新職】

【旧職】

海外渉外担当 兼 イオンリテール㈱
取締役 執行役員副社長
管理担当
兼 リスクマネジメント管掌

執行役 デジタル事業担当
人事総務責任者

※ジェリー・ブラックは、5 月開催予定のイオン㈱定時株主総会開催日をもって執行役を退任
します。
※山梨広一および堤唯見は、5 月開催予定のイオン㈱定時株主総会開催日をもって執行役を退
任し、イオン㈱特別顧問に就任します。

２．イオンリテール株式会社

（１）機構改革（３月１日付）
① オムニチャネル推進担当を新設する。
2

② 商品担当下に、キッズ商品企画本部を新設する。
③ 商品担当下に、ＩＭＯ（Incubation Management Office）本部を新設する。
④ 管理担当下に、ストアオペレーション本部を新設する。

（２）取締役（３月１日付）
【氏名】
山下 昭典（*）
岡崎 双一
久木 邦彦
ジェリー・
ブラック（*）
石塚 幸男
土谷 美津子
後藤 俊哉
大島 学
辻

晴芳

濵田 和成
家坂 有朋
山口 聡一
三浦 隆司
伊佐 研一
中島 裕子
岡田 元也
若生 信弥

【新職】

【旧職】

代表取締役会長

イオンフィナンシャルサービス㈱

兼 イオン㈱執行役副社長

代表取締役社長（継続）

代表取締役社長

代表取締役社長

兼 イオン㈱執行役

兼 イオン㈱執行役

取締役 執行役員副社長

取締役 執行役員副社長

商品担当 兼 キッズ商品企画本部長

商品担当

取締役 執行役員副社長

執行役員 デジタル推進担当

オムニチャネル推進担当

兼 イオン㈱執行役

兼 イオン㈱海外渉外担当
取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

管理担当

管理担当

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

食品商品企画本部長

食品商品企画本部長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

近畿・北陸カンパニー支社長

近畿・北陸カンパニー支社長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

南関東カンパニー支社長

南関東カンパニー支社長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

東海・長野カンパニー支社長

東海・長野カンパニー支社長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

北関東・新潟カンパニー支社長

北関東・新潟カンパニー支社長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

東北カンパニー支社長

東北カンパニー支社長

取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

中四国カンパニー支社長

中四国カンパニー支社長

取締役 常務執行役員

取締役 常務執行役員

衣料商品企画本部長

衣料商品企画本部長

取締役 常務執行役員

取締役 常務執行役員

ＩＭＯ本部長

住居余暇商品企画本部長

取締役 常務執行役員

取締役 常務執行役員

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部長

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部長

取締役相談役（非常勤）

取締役相談役（非常勤）

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長

取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

兼 イオン㈱執行役副社長

兼 イオン㈱執行役
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（３）執行役員（３月 1 日付）
【氏名】
久永 晋也（*）

関

延明

二宮 大祐
山下 悟

【新職】

【旧職】

執行役員

住居余暇商品企画本部

住居余暇商品企画本部長

コーディネーター部長

執行役員

執行役員

ディベロッパー本部長

ディベロッパー本部長

兼 社長室長

兼 社長室長

執行役員

執行役員

人事・総務本部長

人事・総務本部長

執行役員

執行役員

ストアオペレーション本部長

ストアオペレーション部長

執行役員
浜口 好博

執行役員

コミュニケーション本部長

マーケティング部長

兼 マーケティング部長
三宅 香

江畑 貴正

執行役員

執行役員

広報部長

広報部長

兼 お客さまサービス部長

兼 お客さまサービス部長

執行役員

執行役員

社内コミュニケーション部長

社内コミュニケーション部長

「*」は、新任です。
※梅本和典は、取締役会長を退任し、イオンリテール㈱特別顧問に就任します。
※森美樹は、取締役相談役を退任します。
※後藤千尋は、執行役員を退任します。

３．株式会社ダイエー
（１）機構改革（３月１日付）
① 成長戦略の柱である、
「業態改革」「商品改革」
「構造改革」を実行する体制を整備する
と同時に執行責任をより明確にするため、
「統括」を廃止し、
「業態開発本部」、
「商品・
営業企画本部」
、
「ＳＣＭ改革本部」、
「開発本部」、
「総務人事本部」
、
「財務・経理本部」
、
「経営企画本部」の７本部を新設する。
② 基本理念「よい品をどんどん安く、より豊かな社会を

～おいしいと言わせたい～」

を具現化する組織風土および意識改革の推進を図るため、
「ダイバーシティ推進担当」
、
「リスク管理担当」を新設する。
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（２）取締役（３月１日付）
【氏名】

【旧職】

【新職】
代表取締役会長

森

美樹

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役副社長
兼 イオン九州㈱顧問

近澤 靖英

木下 裕晴

代表取締役社長

取締役 常務執行役員

取締役 常務執行役員

経営企画本部長 兼 総務人事本部長

不動産・テナント管掌 兼 総務人事統

兼 開発本部管掌 兼 リスク管理担当 括 兼 内部統制推進委員会委員長 兼
投資委員会副委員長

白石 英明（*） 取締役 執行役員 財務・経理本部長

岡本 直登
貴田 朗
岡田 元也
若生 信弥

兼イオン㈱取締役兼代表執行役副社長

代表取締役社長

兼 ダイバーシティ推進担当

寺嶋 晋

取締役相談役（非常勤）

イオン㈱経営管理責任者

取締役 執行役員

取締役 執行役員

近畿事業本部長

近畿事業本部長

兼 近畿エリア推進担当

兼 近畿エリア推進担当

取締役 執行役員

取締役 執行役員

商品・営業企画本部長

営業戦略・ストアオペレーション統括

取締役 執行役員

取締役 執行役員

関東事業本部長

関東事業本部長

取締役 相談役（非常勤）

取締役 相談役（非常勤）

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長

取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

兼 イオン㈱執行役副社長

兼 イオン㈱執行役

（３）執行役員（３月１日付）
【氏名】
三浦 弘
伊藤 秀樹
雨皿 祥子
石垣 良一（*）

【新職】

【旧職】

執行役員

執行役員

ＤＳ事業本部長

ＤＳ事業本部長

執行役員

執行役員

業態開発本部長 兼 業態開発部長

業態開発部長

執行役員

執行役員

コミュニケーション部長

コミュニケーション部長

執行役員

㈱アルティフーズ

ＳＣＭ改革本部長

代表取締役社長（継続）

「*」は、新任です。
※２０１６年２月２９日付で、村井正平は取締役会長を、西松正人は取締役専務執行役員を、
浦野浩治郎は取締役執行役員を、芝尾晃、黒崎浩一は執行役員を退任しました。

5

４．イオンマーケット株式会社
（１）新任取締役（３月１日付）
【氏名】
豊島 正明

【新職】

【旧職】

代表取締役会長

イオン㈱取締役兼執行役（継続）

５．イオン株式会社
（１）新任執行役の略歴
氏

名 山下 昭典（やました あきのり）

生年月日 １９５４年 １月１日
主な経歴 １９７７年 ４月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

２００４年 ５月

同社 執行役

２００５年 ５月

同社 常務執行役

２００７年 ５月

㈱ダイエー常務取締役 経理担当

２０１０年 ５月

同社 取締役専務執行役員 財務経理管掌
兼 グループ事業管掌 兼 総務人事管掌

２０１３年 ３月

同社 取締役専務執行役員 統括役員
（総務部 営繕･ISO 推進部 人事企画部 人事部 CS 推進部
不動産企画本部）

２０１３年 ９月

イオン㈱執行役 グループ財務責任者

２０１４年 ３月

同社 専務執行役 総合金融事業最高経営責任者
兼 グループ電子マネー事業責任者

２０１４年 ６月

氏

イオンフィナンシャルサービス㈱代表取締役社長（現任）

名 吉田 昭夫（よしだ あきお）

生年月日 １９６０年 ５月２６日
主な略歴 １９８３年 ４月

ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

２００５年 ９月

同社 東北開発部長

２００８年 ３月

同社 関東第一開発部長

２００９年 ９月

イオンリテール㈱関東開発部長

２０１１年 ２月

イオンモール㈱国際企画部統括部長

２０１１年 ３月

イオングループ中国本社取締役

２０１１年 ３月

イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長

２０１２年 ３月

同社 中国本部長

２０１４年 ４月

同社 営業本部長 兼 中国担当

２０１４年 ５月

同社 常務取締役営業本部長 兼 中国担当

２０１５年 ２月

同社 代表取締役社長 兼 中国担当

２０１５年 ４月

同社 代表取締役社長（現任）
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氏

名 西松 正人（にしまつ まさと）

生年月日 １９５５年 １月１９日
主な経歴 １９７８年 ３月

ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

１９９６年 ４月

同社 経理部長

２０００年 ５月

同社 取締役

２００１年１２月

㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理

２００２年 ３月

同社 経営管理本部長

２００３年１０月

同社 常務取締役

２００７年 ３月

イオン㈱グループ財経担当

２００７年 ５月

同社 常務執行役

２００８年 ５月

同社 グループ経理・関連企業担当

２００８年 ８月

同社 執行役

２００８年 ８月

同社 グループ経理・関連企業責任者

２００９年 ４月

同社 グループ経営管理責任者

２０１２年１０月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員
財経・コントロール担当
兼 イオン㈱執行役 グループ経営管理責任者

２０１３年 ３月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員 経営管理担当

２０１５年 ２月

㈱ダイエー取締役専務執行役員

２０１５年 ２月

同社 財経・経営企画統括 兼 投資委員会委員長

２０１６年 ２月

同社 財経・経営企画・システム統括 兼 投資委員会委員長
兼 教育訓練・ダイバーシティ推進担当

６．イオンリテール株式会社
（１）新任取締役の略歴
氏

名 ジェリー・ブラック

生年月日 １９５９年 ５月２９日
主な経歴 １９８２年 ７月 Arthur Andersen 入社
１９８６年１０月 Ernst & Young 入社
１９９５年 １月 Kurt Salmon Associates 入社
１９９５年 １月 同社 アジア太平洋地域マネージングディレクター
２００２年 ３月 同社 グローバルプラクティスディベロップメントマネー
ジングディレクター
２００５年 １月 同社 北米マネージングディレクター
２００６年 １月 同社 消費者製品部門社長
２００８年 １月 同社 ＣＥＯ
２００９年 ３月 イオン㈱入社顧問就任
２００９年 ５月 同社 執行役
２００９年 ５月 同社 グループ戦略・ＩＴ最高責任者
兼 アジア事業最高経営責任者
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２０１０年 ３月 同社 アセアン事業最高経営責任者 兼 グループＩＴ・デジ
タルビジネス事業最高経営責任者 兼 グループ戦略最高責
任者
２０１１年 ３月 同社 専務執行役
２０１１年 ３月 同社 グループ戦略最高責任者 兼 グループＩＴ・デジタル
ビジネス事業最高経営責任者
２０１２年 ３月 同社 社長補佐グループ戦略・デジタル・ＩＴ最高責任者
２０１３年 ３月 同社 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
２０１４年 ３月 同社 商品戦略担当 兼 デジタルシフト推進責任者
２０１５年 ２月 同社 執行役（現任）
２０１５年 ２月 同社 デジタル事業担当（現任）
２０１５年 ２月 イオンリテール㈱執行役員 デジタル推進担当（現任）

（２）新任執行役員の略歴
氏

名 久永 晋也（ひさなが しんや）

生年月日 １９７３年１２月６日
主な略歴 １９９７年 ４月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
２００２年 ７月 同社 デジタル事業本部デジタル家電事業部
２０１１年 ２月 イオンリテール㈱住居余暇商品本部デジタル統括部
ステーショナリー・家電商品部
２０１３年 ９月 同社 住居余暇商品企画本部コーディネーター部長（現任）

７．株式会社ダイエー
（１）新任取締役の略歴
氏

名 白石 英明（しらいし ひであき）

生年月日 １９５６年１２月２日
主な経歴 １９７９年 ４月 ㈱ダイエー入社
２００６年１０月 同社 経理本部長
２００８年 ５月

同社 取締役 財務、経理、グループ事業担当副担当
兼 経理本部長

２００９年 ３月 同社 取締役財務経理本部長
２０１０年 ５月 同社 取締役執行役員 財務経理本部長
２０１１年 ３月 同社 取締役常務執行役員 財務経理本部長
２０１３年 ９月 同社 取締役常務執行役員 統括役員(財務部 経理部)
２０１４年 ９月 同社 取締役常務執行役員 財務経理統括
２０１５年 ２月 イオン㈱経営管理責任者（現任）
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（２）新任執行役員の略歴
氏

名 石垣 良一（いしがき りょういち）

生年月日 １９５５年 ７月１日
主な略歴 １９７９年 ９月 ㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社
２０１１年 ３月 イオンリテール㈱ 食品商品企画本部 畜産商品部長
２０１３年 ５月 イオンフードサプライ㈱ 畜産事業部長
２０１５年 ４月 ㈱アルティフーズ 代表取締役社長（現任）
８．イオンマーケット株式会社
（１）新任取締役の略歴
氏

名 豊島 正明（とよしま まさあき）

生年月日 １９５２年 １月１日
主な経歴 １９７４年 ３月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
１９９３年 ６月 JUSCO STORES(HONG KONG)CO.,LTD.
(現 AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD.)取締役
１９９４年１２月 JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.( 現 AEON CO.(M)BHD.)取締役
１９９７年 ６月 同社 取締役社長
２００１年 ６月 イオン㈱グループ戦略担当 兼 ＩＴ・物流担当
２００２年 ５月 同社 取締役
２００３年 ５月 同社 戦略担当
２００３年 ５月 同社 執行役
２００３年 ９月 同社 戦略・企業倫理担当 兼 戦略部長
２００５年 ５月 同社 戦略・事業推進担当
２００５年 ５月 同社 常務執行役
２００６年 ５月 同社 専務執行役
２００７年 ３月 同社 グループ戦略・事業推進・関連企業担当
２００８年 ５月 同社 グループ財経・事業推進・関連企業担当
兼 ＧＭＳ事業ＥＣ議長
２００８年 ８月 同社 執行役
２００８年 ８月 同社 ＧＭＳ事業最高経営責任者
兼 グループ財務最高責任者
２００９年 ４月 同社 グループ財務最高責任者
２０１０年 ３月 同社 グループ財務最高責任者
兼 ディベロッパー事業最高経営責任者
２０１０年 ５月 同社 ディベロッパー事業最高経営責任者
２０１１年 ３月 同社 専務執行役
２０１１年 ５月 同社 取締役（現任）
２０１２年 ３月 同社 社長補佐 事業開発最高責任者
２０１４年 ３月 同社 事業開発最高責任者 兼 都市シフト推進責任者
２０１５年 ２月 同社 執行役（現任）
２０１５年 ２月 同社 事業開発担当（現任）
以

上

【本件に関するお問い合わせ先】
イオン㈱コーポレート･コミュニケーション部 （電話：０４３－２１２－６０６１）
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