
 

 
平成 21年 1月 13日 

各    位 
会 社 名  イ ズ ミ ヤ 株 式 会 社  
代表者名  代表取締役社長  林  紀 男 
(ｺｰﾄﾞ番号 8266 東証、大証第1部) 

問合せ先  取締役執行役員 
秘書・広報室長兼経営企画室長 
         田中 博和 
(TEL.06－6657－3310) 

 

社長交代および役員の異動、執行役員の選任、組織変更、一般人事に関するお知らせ 

 

当社は平成21年 1月 13日開催の取締役会において、社長交代の内定および役員の異動、執行役員の選任ほかについ

て決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、社長交代につきましては、5 月開催予定の定時株主総会後の取

締役会にて正式に決定する予定であります。 

 

記 

１.社長交代 

(1)内容 

氏名 新職 旧職 

林
はやし

 紀男
の り お

代表取締役会長 代表取締役社長 

坂田
さ か た

 俊博
としひろ

代表取締役社長 
代表取締役専務取締役執行役員 

営業本部長 

(2)社長交代の理由 

林紀男は平成13年 2月 1日より8年間社長を務めてまいりましたが、3ヵ年計画『ダッシュ１２０』が今年

度をもって終了するに伴い、次世代の経営体制を構築すべく、坂田俊博と社長を交代するものであります。 

3 ヵ年計画『ダッシュ１２０』は、戦略業態スーパーセンターを軸とした業容拡大、競争力のある人材の育

成、グループ収益力の向上に取組んでまいりました。計画を策定した時期とは経済環境が激変したことにより、

目標数値には到りませんでしたが、取組テーマのひとつひとつは十分な成果を上げたものと判断しております。 

平成21年 3月から新3ヵ年計画をスタートさせます。先行きが不透明で非常に厳しい経営環境ではあります

が、若返りにより求心力を高め、全社一丸となって取組んでまいります。 

なお、林紀男は代表取締役会長に就任し、大所高所よりグループ経営全般に参画する予定であります。 

(3)就任予定日 平成21年 5月 20日 

(4)新任代表取締役社長の略歴 

氏名   坂田
さ か た

 俊博
としひろ

  

生年月日 昭和24年 11月 8日 

略歴      昭和 48年 ３月  当社入社 

平成 ７年 ２月  同社 食品商品部長 

平成15年 １月  同社 ロジスティックス統括部長 

平成15年 ５月  同社 取締役 

平成17年 １月  同社 営業本部長（現任） 

平成17年 ５月  同社 常務取締役 

平成18年 ５月  同社 専務取締役 

平成19年 ５月  同社 代表取締役専務取締役 

平成20年 ２月  同社 代表取締役専務取締役執行役員（現任） 



２.役員の異動 

(1)異動の内容 

氏名 新職 旧職 

坂田 俊博 
代表取締役専務取締役専務執行役員 

 

代表取締役専務取締役執行役員 

営業本部長 

太田 彰 

常務取締役常務執行役員 

財務担当 兼 総務担当 

 

常務取締役執行役員 

財務統括部長 兼 総務担当 兼 

ロジスティックス担当 

四條 晴也 

常務取締役常務執行役員 

関連事業担当 兼 構造改革担当 兼

中国事業統括部長 

 

常務取締役執行役員 

関連事業本部長 兼 中国担当 

田中 博和 

取締役上席執行役員 

秘書・広報室長 兼 ロジスティックス

担当 

取締役執行役員 

秘書・広報室長 兼 経営企画室長 

浜田 信夫 

取締役（非常勤） 

2/28 取締役を退任予定 

3/1   株式会社カンソー 

代表取締役社長就任予定 

常務取締役執行役員 

開発統括部長 兼 人事担当 

(2) 就任日  平成21年 2月 2日 

 

 

３．執行役員の選任（取締役兼務を除く） 

(1)内容 

氏名 新役職 旧役職 

石田 秀和 上席執行役員 営業担当 兼 商品統括部長 上席執行役員 商品統括部長 兼 商品開発

部長 

釜下 保彦 上席執行役員 開発担当 兼 人事担当 上席執行役員 販売統括部長 

高田 英男 上席執行役員 食品商品部長 執行役員 食品商品部長 

安部 昇市 上席執行役員 販売統括部長 株式会社はやし 代表取締役社長 

坪井 友良 執行役員 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ統括部長 兼 物流部長 執行役員 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ統括部長 兼 物流部長

足立 仁至 執行役員 衣料商品部長 執行役員 衣料商品部長 

鹿島 正輝 執行役員 人事統括部長 兼 人事部長 執行役員 人事統括部長 兼 人事部長 

秋山 幸三 執行役員 総務統括部長 兼 総務部長 兼

品質管理部長 兼 リスク管理部長 

執行役員 総務統括部長 兼 総務部長 兼

品質管理部長 兼 リスク管理部長 

牧口 弘二 執行役員 関係会社統括部長 執行役員 関係会社統括部長 

黒松 弘育 執行役員 営業企画室長 執行役員 営業企画室長 

和田 裕 執行役員 ﾃﾅﾝﾄ開発部長 兼 e ｺﾏｰｽ営業部長 執行役員 ﾃﾅﾝﾄ開発部長 兼 e ｺﾏｰｽ営業部長

岡前 正博 執行役員 財務統括部長 経理部長 

藤本 秀志 執行役員 開発統括部長 店舗開発部長 

(2) 就任日  平成21年 2月 2日 

 

 

 

 



４．組織変更について [平成 21年 2月 2日付] 

(1) 営業本部、関連事業本部を社長直轄体制に変更する。 

(2) 経営戦略会議を新設する。 

(3) 赤字店対策を推進する構造改革室を新設する。 

(4) 財務内部統制準備室を廃止し、財務内部統制室を新設する。 

(5) 中国室を廃止し、中国事業統括部を新設する。 

(6) ビューティヘルス部を廃止し、ドラッグ事業の強化を目的に HBC（ヘルス＆ビューティ）部を新設する。 

(7) 日用消耗品部を廃止し、その機能を HBC 部とリビング部に移管する。 

(8) 経営企画室を廃止し、その機能を秘書・広報室に移管する。 

(9) 仕入統括室を廃止し、その機能を商品統括部に移管する。 

(10)関東営業部の下に設置している運営担当を業務担当に名称変更する。 

 

５.一般人事  

(1)異動の内容 

※｢DQ｣はデイリーカナートの略称 

氏名 新職 

 

旧職 継続職 

中村 仁 店舗開発部長 店舗開発部  

田中 克幸 経理部長 経理部  

種田 政晴 構造改革室長 花園店長  

高橋 栄一 財務内部統制室長 財務内部統制準備室長  

御堂前 千歳 監査室 副室長 仕入統括室長  

渡辺 秀範 営業企画室 売場構成担当部長 営業企画室 売場構成担当  

後藤 昌史 商品開発部 住関担当部長 日用消耗品部長  

村井 達央 ＨＢＣ部長 リビング部長  

古角 浩一 リビング部長 リビング部  

竹内 望 ホーム・エレクトロニクス部長 余暇・ホビー部長  

東條 信春 余暇・ホビー部長 ビューティヘルス部長  

田渕 正純 水産部長 日配部長  

尾崎 雅彦 日配部長 加工食品部  

川崎 英和 関東業務担当部長 関東運営担当部長 関東営業部長 



氏名 新職 

 

旧職 継続職 

村井 浩 花園店長 真正店長  

川崎 裕章 多田店長 DQ天下茶屋店長  

辻本 慎一 西岸和田店長 阪和堺店長  

半田 拓也 阪和堺店長 和歌山店 食品統括長  

堀内 伸也 若江岩田店長 古市店長  

姫田 陽一 古市店長 ホーム・エレクトロニクス部長  

井上 雅之 京都店長 兼 心斎橋店長 長岡店 衣料統括長  

藤野 秀人 DQ天下茶屋店長 六地蔵店 食品統括長  

平木 孝 DQ中百舌鳥店長 兼 DQ我孫子店

長 

水産部  

吉川 勝美 DQ南田辺店長 兼 DQ西田辺店長DQ桑津店長 兼 DQ国分町店長  

岡野 裕 DQ鵯越町店長 兼 DQ御影店長 昆陽店 食品統括長  

川口 英信 DQ稲田新町店長 兼 DQ門真南店

長 

DQ原山台店長  

大杉 正之 DQ桑津店長 兼 DQ国分町店長 ㈱デリカ・アイフーズ 執行役員

商品部長 

 

田中 勉 DQ山田西店長 兼 DQ上新田店長DQ玉造店長  

山道 信治 DQ豊新店長 DQ 稲田新町店長 兼 DQ 門真南店

長 

DQ放出東店長  

田中 勝治 DQ浜田町店長 兼 DQ光風台店長今福店 食品統括長  

浅井 美行 DQ原山台店長 DQ細工谷店長  

渡辺 清 DQ細工谷店長 兼 DQ玉造店長 DQ 中百舌鳥店長 兼 DQ 我孫子店

長 兼 DQ 西田辺店長 兼 DQ 南田

辺店長 

 

(2) 就任日  平成21年 2月 2日   

 

                                                以上 


