
 
 

 
 

 
平成 18 年 4 月 12 日 

各     位 
 

会 社 名  株式会社セブン&アイ・ホールディングス 
代表者名  代表取締役社長 村田 紀敏  
（コード番号 3382 東証第一部） 
問合せ先責任者  取締役  氏家 忠彦             
（TEL．03－6238－3000） 
 
 

役員の異動に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成 18 年 4 月 12 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の人事異動並びにこれ

による新経営体制を決議いたしましたので別紙の通りお知らせいたします。なお、取締役につきまし

ては平成 18 年 5 月 25 日開催予定の当社定時株主総会での承認をもって就任の予定です。 

 また、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社デニーズジャパン

及び株式会社ミレニアムリテイリングの取締役、監査役及び執行役員の人事異動につきましても決定

いたしましたので併せてお知らせいたします。 
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役員の異動（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス） 

取締役の異動 

（平成 18 年 5 月 25 日付） 
 
(1) 代表者の異動 

○ 代表取締役の異動 
該当事項はありません。 

 
(2) その他の役員の異動 
○ 新任取締役候補 

取締役 和田 繁明 （現 ㈱ﾐﾚﾆｱﾑﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 代表取締役会長） 
取締役 佐野 和義 （現 ㈱ﾐﾚﾆｱﾑﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 代表取締役社長） 
取締役 堀内 幸夫 （現 ㈱ﾐﾚﾆｱﾑﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 代表取締役副社長） 
取締役 内村 俊一郎 （現 ㈱そごう 代表取締役社長） 
取締役 大崎 文明 （現 ㈱西武百貨店 代表取締役社長） 
取締役 清水 哲太 （現 ﾄﾖﾀ自動車㈱ 相談役） 

 ○ 退任予定取締役 
取締役 橋本 昌三  

 

執行役員の異動 

（平成 18 年 5 月 25 日付） 
 

○ 執行役員の異動予定 
専務執行役員 最高財務責任者(CFO)  
 氏家 忠彦 （現 執行役員 最高財務責任者(CFO)） 
専務執行役員 法務部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ 
 萬歳 教公 （現 執行役員 法務部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ） 
常務執行役員 最高管理責任者(CAO)  
 後藤 克弘 （現 執行役員 最高管理責任者(CAO)） 
常務執行役員 社会･文化開発部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ 
 水越 さくえ （現 執行役員 社会･文化開発部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ） 
常務執行役員 総務部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ 
 稲岡  稔 （現 執行役員 総務部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ） 

○ 新任執行役員 
執行役員 健康管理ｾﾝﾀｰｼﾆｱｵﾌｨｻｰ   
 早田 和代 （現 健康管理ｾﾝﾀｰｼﾆｱｵﾌｨｻｰ） 

 

監査役の異動 

（平成 18 年 5 月 25 日付） 
 

○ 監査役の異動 
該当事項はありません。 
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新経営体制（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス） 

平成 18 年 5 月 25 日の株主総会終了後の取締役会において、下記経営体制の整備を予定し

ております。 
 

取締役・監査役                               

役職名 氏 名 

代表取締役会長 鈴木  敏文 

代表取締役社長 村田  紀敏 

取締役 氏家  忠彦 

取締役 後藤  克弘 

取締役 井坂  榮 

取締役 山口  俊郎 

取締役 浅間  謙一 

取締役 安斎  隆 

取締役 大髙  善興 

取締役 和田  繁明 

取締役 佐野  和義 

取締役 堀内  幸夫 

取締役 内村 俊一郎 

取締役 大崎  文明 

取締役 清水 哲太 

取締役 Scott T. Davis 

監査役 神田  郁夫 

監査役 関   久 

監査役 鈴木  洋子 

監査役 中地  宏 

監査役 首藤  惠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

執行役員 

役職名 氏 名 担当部門 

執行役員会長 鈴木  敏文 最高経営責任者(CEO) 

執行役員社長 村田  紀敏 最高執行責任者(COO) 

専務執行役員 氏家  忠彦 最高財務責任者(CFO) 

専務執行役員 萬歳  教公 法務部 

常務執行役員 後藤  克弘 最高管理責任者(CAO) 

常務執行役員 水越 さくえ 社会･文化開発部 

常務執行役員 稲岡   稔 総務部 

執行役員 太田  喜明 人事企画部 

執行役員 江口  雅夫 事務管理ｾﾝﾀｰ 

執行役員 田中  吉寛 予算管理部 

執行役員 小貫  勝久 証券部 

執行役員 高羽  康夫 広報ｾﾝﾀｰ 

執行役員 金光  孝文 ｼｽﾃﾑ企画部 

執行役員 高橋  邦夫 財務部 

執行役員 清水  明彦 経理部 

執行役員 佐藤  政行 ｼｽﾃﾑ企画部 CVS ｼｽﾃﾑ 

執行役員 宮川   明 事業改革部 

執行役員 小林   強 経営企画部 

執行役員 早田  和代 健康管理ｾﾝﾀｰ 
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役員の異動（株式会社セブン-イレブン・ジャパン） 

取締役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 
(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 
 
(2) その他の役員の異動 
○ 退任予定取締役 

取締役 副会長 鎌田 誠晧 （顧問に就任予定） 
 ○ 取締役の異動予定 

取締役 氏家 忠彦 （現 専務取締役） 
取締役 萬歳 教公 （現 専務取締役） 
取締役 伊藤 勝広 （現 専務取締役） 
取締役 古屋 一樹 （現 常務取締役） 

 

執行役員の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 

○ 執行役員の異動予定 
取締役 （現 取締役 
常務執行役員 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長 三谷 庸    執行役員 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長） 
取締役 （現 取締役 
常務執行役員 商品本部食品部長  井阪 隆一 執行役員 商品本部食品部長） 

○ 新任執行役員 
執行役員 企画室企画部長 平井 勇 （現 ㈱ｾﾌﾞﾝ銀行 取締役企画部長） 
執行役員 秘書室長 藤本 圭子 （現 秘書室総括ﾏﾈｼﾞｬｰ） 
執行役員 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部千葉ｿﾞｰﾝｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ  
 増田  彰 （現 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部千葉ｿﾞｰﾝｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ） 
執行役員 商品本部雑貨部長 鎌田 靖 （現 商品本部雑貨部総括ﾏﾈｼﾞｬｰ） 

○ 退任予定執行役員 
執行役員 ﾘｸﾙｰﾄ本部付      永瀬 壽之  

 

監査役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 

○ 監査役の辞任 
監査役 大塚 和夫  
監査役 神田 郁夫  
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新経営体制（株式会社セブン-イレブン・ジャパン） 

平成 18 年 5 月 18 日の株主総会終了後の取締役会において、下記経営体制の整備を予定し

ております。 
 

取締役・監査役 

役職名 氏 名 

代表取締役会長 鈴木 敏文 

代表取締役社長 山口 俊郎 

取締役 氏家 忠彦 

取締役 萬歳 教公 

取締役 伊藤 勝広 

取締役 古屋 一樹 

取締役 三谷  庸 

取締役 井阪 隆一 

取締役 ティム アシダ 

取締役 山口 積惠 

取締役 江口 雅夫 

取締役 伊藤 順朗 

取締役 西川 富夫 

取締役 小貫 勝久 

取締役 福岡 彰 

監査役 関  久 

監査役 木野 比佐司 
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執行役員 

役職名 氏 名 担当部門 

執行役員会長 鈴木 敏文 最高経営責任者(CEO) 

執行役員社長 山口 俊郎 最高執行責任者(COO) 

専務執行役員 氏家 忠彦 企画室長兼財務本部長 

専務執行役員 伊藤 勝広 商品本部長 

常務執行役員 古屋 一樹 ﾘｸﾙｰﾄ本部長 

常務執行役員 三谷  庸 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長 

常務執行役員 井阪 隆一 商品本部食品部長 

執行役員 山口 積惠 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ部長 

執行役員 江口 雅夫 会計管理本部長 

執行役員 伊藤 順朗 商品本部商品情報部長 

執行役員 西川 富夫 企業行動推進室 

執行役員 福岡  彰 ﾘｸﾙｰﾄ本部第二ﾘｸﾙｰﾄ部長 

執行役員 平井  勇 企画室企画部長 

執行役員 佐藤 和久 物流管理本部長 

執行役員 唐笠 一男 ﾘｸﾙｰﾄ本部第一ﾘｸﾙｰﾄ部長 

執行役員 永松 文彦 業務本部長 

執行役員 宮下 昭夫 建築設備本部長 

執行役員 野田 靜眞 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部関西ｿﾞｰﾝｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 藤本 圭子 秘書室長 

執行役員 増田  彰 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部千葉ｿﾞｰﾝｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 鎌田  靖 商品本部雑貨部長 
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役員の異動（株式会社イトーヨーカ堂） 

取締役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 
(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 
 
(2) その他の役員の異動 
○ 取締役の異動予定 

取締役 塙  昭彦 (現 専務取締役) 

取締役 亀井  淳 (現 専務取締役) 

取締役 水越 さくえ (現 常務取締役) 

取締役 稲岡   稔 (現 常務取締役) 

取締役 太田 喜明 (現 常務取締役) 

取締役 後藤 克弘 (現 常務取締役) 

 ○ 退任予定取締役 
取締役 Scott T. Davis 

 

執行役員の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 

○ 執行役員の異動予定 
常務執行役員 開発本部長 實川 芳昭 (現 執行役員 開発本部長) 

○ 新任執行役員 
執行役員 食品事業部長 竹田 利明 (現 食品事業部長) 
執行役員 住居事業部長 橋本 好美 (現 住居事業部長) 
執行役員 婦人衣料部ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ   
 片山 裕介 (現 婦人衣料部ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ) 

 

監査役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 

○ 監査役の辞任 
監査役 筏井 利郎  
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新経営体制（株式会社イトーヨーカ堂） 

平成 18 年 5 月 18 日の株主総会終了後の取締役会において、下記経営体制の整備を予定し

ております。 
 

取締役・監査役 

役職名 氏 名 

代表取締役会長 鈴木  敏文 

   取締役副会長 佐藤  信武 

代表取締役社長 井坂  榮 

取締役 塙  昭彦 

取締役 亀井   淳 

取締役 水越 さくえ 

取締役 稲岡   稔 

取締役 太田  喜明 

取締役 後藤  克弘 

取締役 岡村  洋次 

取締役 田中  吉寛 

取締役 青木  繁忠 

取締役 高羽  康夫 

取締役 藤巻  幸夫 

監査役 神田  郁夫 

監査役 鈴木  洋子 

監査役 中地  宏 
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執行役員 

役職名 氏 名 担当部門 

執行役員会長 鈴木  敏文 最高経営責任者(CEO) 

執行役員社長 井坂  榮 最高執行責任者(COO) 

専務執行役員 塙  昭彦 中国室長 

専務執行役員 亀井   淳 管理本部長 

常務執行役員 太田  喜明 人事本部長 

常務執行役員 山口  義之 営業本部長 

常務執行役員 實川  芳昭 開発本部長 

執行役員 岡村  洋次 販売事業部長 

執行役員 田中  吉寛 企画室長 

執行役員 青木  繁忠 販売促進部長 

執行役員 藤巻  幸夫 衣料事業部長 

執行役員 内田  民生 東北ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 川  茂夫 物流部長 

執行役員 横倉  安光 北関東･信越ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 麦倉   弘 中国副室長 

執行役員 牧野  英夫 店舗管理室長 

執行役員 河合   明 中京･関西ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 竹田  利明 食品事業部長 

執行役員 橋本  好美 住居事業部長 

執行役員 片山  裕介 婦人衣料部ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ 
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役員の異動（株式会社デニーズジャパン） 

取締役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 
(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 
 
(2) その他の役員の異動 
○ 取締役の異動予定 

取締役 高橋 省三 (現 常務取締役) 

取締役 久保田 剛志 (現 常務取締役) 

 

執行役員の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 
○ 新任執行役員 

執行役員 店舗開発２部総括ﾏﾈｼﾞｬｰ  
 井川   昇 (現 店舗開発２部総括ﾏﾈｼﾞｬｰ) 
執行役員 企画室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当総括ﾏﾈｼﾞｬｰ  
 山瀬 輝子 (現 企画室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当総括ﾏﾈｼﾞｬｰ) 

 

監査役の異動 

（平成 18 年 5 月 18 日付） 
 
○ 監査役の辞任 

監査役 江端 耕一  
監査役 唐松 公三  
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新経営体制（株式会社デニーズジャパン） 

平成 18 年 5 月 18 日の株主総会終了後の取締役会において、下記経営体制の整備を予定し

ております。 
 

取締役・監査役 

役職名 氏 名 

取締役会長 中山  吉史 

代表取締役社長 浅間  謙一 

取締役 髙橋  省三 

取締役 久保田剛志 

取締役 佐藤  信武 

取締役 今井 明夫 

取締役 河野  博之 

取締役 後藤  政志 

取締役 髙松  孝義 

取締役 松本  隆盛 

取締役 渡邊  俊隆 

取締役 鳴海  恭平 

監査役 稲垣  雅裕 

監査役 田中  吉寛 
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執行役員 

役職名 氏 名 担当部門 

執行役員社長 浅間  謙一  

常務執行役員 髙橋  省三 人事部長 

常務執行役員 久保田剛志 営業部長 

執行役員 今井  明夫 お客様相談室長 

執行役員 河野  博之 店舗開発 2部長 

執行役員 後藤  政志 商品企画担当総括ﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 髙松  孝義 店舗開発 1部長 

執行役員 松本  隆盛 店舗管理部長 

執行役員 渡邊  俊隆 商品部長 

執行役員 鳴海  恭平 営業第 2 ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 黒尾  昌義 企画室長 

執行役員 池田  秀一 企業行動委員長 

執行役員 鈴木  恭佐 企画室総括ﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 神作  圭一 営業第 1 ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 井川   昇 店舗開発 2部総括ﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 山瀬  輝子 企画室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当総括ﾏﾈｼﾞｬｰ
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役員の異動（株式会社ミレニアムリテイリング） 

取締役の異動 

（平成 18 年 5 月 29 日付） 
 
(1) 代表者の移動 

該当事項はありません。 
 
(2) その他の役員の異動 
○ 新任取締役候補 

取締役 井坂  榮 （現 ㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂 代表取締役社長(COO)） 
取締役 後藤 克弘 （現 ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役(CAO)） 
取締役 後藤 光男 （現 ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問） 

 

監査役の異動 

（平成 18 年 4 月 28 日付） 
 
 ○ 新任監査役候補 

監査役 石井 晋 （元 日本ﾊｰﾃﾞｽ㈱ 上席常務執行役員） 
  ※ 石井 晋 氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項

に定める社外監査役です。 
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新経営体制（株式会社ミレニアムリテイリング） 

平成 18 年 5 月 29 日の株主総会終了後の取締役会において、下記経営体制の整備を予定し

ております。 
 

取締役・監査役 

役職名 氏 名 担当部門 

代表取締役会長 和田 繁明  

代表取締役社長 佐野 和義  

代表取締役副社長 吉川  實 財務経理本部・監査室・海外事業室・ｼｽﾃﾑ本部 管掌 

代表取締役副社長 堀内 幸夫 経営企画室・人事本部 管掌 

常務取締役 大槻 一郎 総務本部 担当、施設本部長 

常務取締役 石井 頼雄 商品本部・ﾃﾅﾝﾄ本部・販売計画本部 担当 

取締役 大道 基樹 財務経理本部長・ｼｽﾃﾑ本部長 

取締役 山下 國夫 経営企画室 担当、人事本部長 

取締役 川名 章夫 商品本部長 

取締役 村田 公昭 ﾃﾅﾝﾄ本部長 

取締役 井村 惠一 商品本部商品統括部長 

取締役 松本  隆 販売計画本部長、広報室 担当 

取締役 井坂  榮  

取締役 後藤 克弘  

取締役 後藤 光男  

取締役 馬場  彰  

監査役 王子 皓義  

監査役 赤沼 道夫  

監査役 福田 年秀  

監査役 永嶋 正和  

監査役 石井  晋  
 


