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2019年3月20日 

 

 

組織変更および代表取締役の異動ならびに役員人事、一般人事について 

 

 

イズミヤ株式会社(本社：大阪市西成区、社長：四條 晴也)の組織変更および代表取締役の異動ならびに役員人事、一

般人事について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

1． 組織変更について [2019 年 4 月 1 日付] 

意思決定の迅速化をはかるとともに、重点課題の解決に向けて更に推進していくことを目的に、下記

のとおり組織を改編いたします。 

（1） 店舗事業本部を営業本部に、管理本部を経営管理本部に改称する。開発本部を廃止して開発部を新

設し経営管理本部に編入する。また、総合企画室を経営企画室に改称し、経営管理本部に編入する。 

（2） 営業本部内に、商品統括部、店舗統括部を新設する。 

（3） 商品統括部内に、第 1 商品統括部、第 2 商品統括部、ｅコマース営業部、物流部を移管、店舗統

括部内に第 1 エリア統括部～第 5 エリア統括部、店舗業務部を移管、店事業推進部を店舗サポー

ト部に改称しＳＶ担当、ＴＲ担当を配置する。 

（4） 営業企画部内の第 1 商品担当を第 1 商品企画部、第 2 商品担当を第 2 商品企画部に改称し、それ

ぞれ第 1 商品統括部、第 2 商品統括部に移管する。 

（5） 第 2 商品統括部に衣料部、住関部を新設し、各商品担当を再編する。 

（6） 営業企画部内に企画担当を配置する。また、店舗担当を廃止する。 

（7） スーパーセンター統括部を廃止し各エリア統括部に編入する。 

（8） 開発部内に店舗開発部、施設管理部、テナント部を移管する。 

（9） 人事総務部内の人事労務担当、総務担当を廃止し人事部、労務部、総務部に再編する。また、シス

テム管理部内のシステム担当を廃止する。 

（10） コスト効率推進室を廃止する。 

 

 

2．代表取締役の異動  

（1）新任代表取締役 ［2019年4月1日付］ 

 

    代表取締役専務執行役員 経営管理本部長 

   平木 健之   （現： 取締役常務執行役員 店舗事業本部長） 

 

 

（2）新任代表取締役の略歴 

    氏  名   平木 健之 （ひらき けんじ） 

INFORMATION 
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    生年月日   1959年1月5日 

    略  歴   1981年3月   イズミヤ株式会社（現 株式会社ｴｲﾁ・ﾂｰ・ｵ  ーｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 入社 

           2013年5月   同 執行役員  

       2014年5月   同 取締役上席執行役員    

       2016年4月   同 取締役常務執行役員  

       2016年7月   イズミヤ株式会社（※1） 取締役常務執行役員（現任） 

 

※1. イズミヤ株式会社（現 株式会社ｴｲﾁ・ﾂｰ・ｵ  ーｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の会社分割により、2016年7月1日付で

新設された小売事業会社。 

 

 

3．役員人事 

（1）新任取締役 ［2019年4月1日付］ 

 

取締役専務執行役員  営業本部長 

河村 隆一   （現：株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役専務執行役員）  

 

    取締役執行役員    商品統括部長 兼 第1商品統括部長 

   福田 耕三   （現：執行役員 第1商品統括部長） 

 

    取締役執行役員    人事総務部長 

   梅本 友之   （現：株式会社サンローリー 代表取締役社長） 

 

 

（2）退任取締役 ［2019年3月31日付］ 

 

    取締役常務執行役員    佐桑 勇    （現：管理本部長） 

    取締役上席執行役員    仲西 清    （現：開発本部長） 

    取締役上席執行役員    田渕 正純   （現：店舗事業本部 商品・物流管掌） 

 

 

（3）取締役業務委嘱の変更 [2019年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

取締役  （非常勤） 片岡 慶之 
取締役専務執行役員 

総合企画室長 コスト効率推進室管掌 

 

 

（4）新任執行役員 [2019年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

執行役員 経営企画室長 奥山 一規 総合企画室副室長 
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（5）執行役員人事 [2019年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

執行役員 開発部長 岸野 浩和 執行役員 人事総務部長 

執行役員 店舗統括部長 北川 修司 執行役員 店事業推進部長 

   

※執行役員 奥田孝之は2019年3月31日付けで執行役員を退任。 

 

 

（ご参考）2019 年 4 月 1 日以降の役員体制は以下のとおりです。 

（1）取締役・監査役 

 

代表取締役社長  四條 晴也  

代表取締役専務執行役員 平木 健之 経営管理本部長 

取締役 鈴木 篤  

取締役 林 克弘  

取締役 黒松 弘育  

取締役 片岡 慶之  

取締役専務執行役員 河村 隆一 営業本部長 

取締役執行役員 福田 耕三 商品統括部長 兼 第1商品統括部長 

取締役執行役員 梅本 友之 人事総務部長 

監査役 和田 実  

監査役 小西 敏允  

 

（2）執行役員 

 

執行役員  岸野 浩和 開発部長 

執行役員 北川 修司 店舗統括部長 

執行役員 道家 繁行 営業企画部長 

執行役員 細見 正仁 第2商品統括部長 

執行役員 垣内 利文 財務経理部長 

執行役員 奥山 一規 経営企画室長 
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4..一般人事について [2019年4月1日付] 

 

新 職 氏 名 旧 職 備考 

長岡店長 日原 英樹 スーパーセンター八尾店長  

デイリーカナート橿原神宮前店長 松本 貴志 デイリーカナート杭瀬店長  

洛北店長 中村 正隆 スーパーセンター福町店長  

デイリーカナート千本中立売店長 中塚 将男 寝屋川店次長 新任 

デイリーカナート鵯越町店長 吉野 充洋 デイリーカナート橿原神宮前店長  

まるとく市場浜田町店長 関野 隆之 まるとく市場井高野店長  

多田店長 松本 裕樹 店舗業務部長  

デイリーカナート杭瀬店長 森田 綾 デイリーカナート国分町店次長 新任 

デイリーカナート光風台店長 三澤 浩一 まるとく市場浜田町店長  

デイリーカナート御影店長 清水 彰司 デイリーカナート御影店次長 新任 

淡路店長 山田 貴生 デイリーカナート鵯越町店長  

デイリーカナートあびこ店長 岩本 雄一 デイリーカナート法円坂店長  

デイリーカナート昭和町店長 辻本 一憲 デイリーカナート松原中央店長  

平野店長 成次 孝子 デイリーカナート今福店長  

デイリーカナート国分町店長 藤田 偉一郎 第３エリア統括部   

デイリーカナート深江橋店長 山本 高史 千里丘店次長 新任 

デイリーカナート今福店長 村田 章 デイリーカナート国分町店長  

まるとく市場井高野店長 小堀 友朗 デイリーカナート豊新店次長  

デイリーカナート法円坂店長 川脇 貴雄 第３エリア統括部 次長 新任 

デイリーカナート天六樋之口店長 阪本 光司 和歌山店次長 新任 

枚方店長 北 和孝 古市店長  

まるとく市場北緑丘店長 塚本 高志 デイリーカナート玉手店長  
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新 職 氏 名 旧 職 備考 

交野店長 柳瀬 善徳 スーパーセンター八幡店長  

千里丘店長 赤瀬 功 多田店長  

寝屋川店長 長谷川 慎一 洛北店次長 新任 

河内長野店長 岸上 健 交野店長  

古市店長 和田 耕司 デイリーカナート千本中立売店長  

デイリーカナート松原中央店長 辻 典之 デイリーカナート玉造店次長 新任 

デイリーカナート玉手店長 仲野 和志 まるとく市場北緑丘店長  

スーパーセンター八尾店長 小林 浩志 デイリーカナートあびこ店長  

スーパーセンター八幡店長 椎谷 浩 寝屋川店長  

スーパーセンター堅田店長 田島 毅 スーパーセンター統括部 次長 新任 

スーパーセンター神戸玉津店長 久保 省司 千里丘店長  

スーパーセンター福町店長 森 正勝 デイリーカナート御影店長  

東三国四丁目店長 久保田 哲生 スーパーセンター広陵店次長 新任 

店舗サポート部長  

兼 店舗サポート部SV担当部長 
大杉 正之 営業企画部 店舗担当部長  

店舗サポート部TR担当部長 木村 一夫 店事業推進部 オペレーション担当 次長 新任 

店舗業務部長 松本 芳喜 第２エリア統括部長  

第２エリア統括部長 荒木 豊 スーパーセンター神戸玉津店長  

第４エリア統括部長 比江嶋 義 店事業推進部 オペレーション担当部長  

第１商品企画部 担当部長 梶原 幸一 長岡店長  

畜産部 担当部長 松本 諭 畜産部 次長 新任 

水産部 担当部長 中村 仁俊 水産部 次長 新任 

日配部 担当部長 藤村 裕幸 畜産部 担当部長  

カウンタービジネス部 担当部長 吹上 博一 水産部 担当部長  
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新 職 氏 名 旧 職 備考 

第２商品企画部 担当部長 蒲生 秀俊 営業企画部 第２商品担当部長  

衣料部 インナー＆キッズ担当部長 川端 利一 インナー＆キッズ部 次長 新任 

物流部長 田中 寿幸 日配部 担当部長  

総務部 担当部長 西谷 克也 第４エリア統括部長  

人事部 担当部長 奧田 篤司 デイリーカナート天六樋之口店長  

労務部 担当部長 片貝 友信 人事総務部人事労務担当部長  

システム管理部長 森田 元庸 システム管理部 システム担当部長  

店舗開発部 担当部長 岩田 隆之 店舗開発部 次長 新任 

 

以  上 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報室   TEL：06－6367－3181 

イズミヤ株式会社 人事総務部 広報担当        TEL：06－6657－3310 

 


