
 

 

 

 
平成 21 年 4 月 9 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  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 21 年 4 月 9 日開催の取締役会において、役員の人事異動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、取締役の異動につきましては平成 21 年 5 月 28 日開催

予定の当社第 4 回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、株式会社セブン＆アイ・

フードシステムズ、株式会社ヨークベニマル、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。 
 

以 上 
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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２１年５月２８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 

   ○ 新任取締役候補 

         取締役 執行役員 経営企画部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ   小林  強 （現 執行役員 経営企画部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ） 

     取締役 執行役員 事業推進部ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ  伊藤 順朗（現 ㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役常務執行役員） 

     取締役                井阪 隆一（現 ㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役常務執行役員） 

     取締役                山下 國夫（現 ㈱ﾐﾚﾆｱﾑﾘﾃｲﾝﾘﾝｸﾞ代表取締役社長） 

 
    ○ 退任予定取締役 

      山口 俊郎 （現 取締役） 

 

 

執行役員の異動 

（平成２１年５月２８日付） 

 
   ○ 執行役員の異動 

      該当事項はありません。 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月２８日付） 

 
○ 監査役の異動 

該当事項はありません。 
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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２１年５月２１日付） 

 
（１）代表者の異動 

    ○ 退任予定代表取締役 

      山口 俊郎 （現 代表取締役社長 最高執行責任者(COO)、退任後 顧問に就任予定） 

    ○ 新任代表取締役候補 

      代表取締役社長 最高執行責任者(COO)    井阪 隆一 （現 取締役 常務執行役員 商品本部長） 

 
（２）その他の役員の異動 

    ○ 取締役の異動予定 

      取締役副社長 営業本部長兼ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長  古屋 一樹 

（現 取締役 専務執行役員 営業本部長兼ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長） 

    ○ 新任取締役候補 

         取締役 執行役員 企画室長           酒井 良次 （現 執行役員 企画室長） 

    ○ 退任予定取締役 

         氏家 忠彦 （現 取締役 専務執行役員 企画室管掌兼財務本部長） 

      伊藤 勝広 （現 取締役 専務執行役員 社長付、退任後 顧問に就任予定） 

      伊藤 順朗 （現 取締役 常務執行役員 商品本部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長）  

 

 

執行役員の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
   ○ 執行役員の異動予定 

      常務執行役員 商品本部長         鎌田  靖 （現 執行役員 商品本部 IT・雑貨部長） 

      執行役員 会計管理本部 副本部長      平井  勇 （現 常務執行役員 会計管理本部 副本部長） 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
○ 監査役の異動 

該当事項はありません。 
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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２１年５月２１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 

    ○ 新任取締役候補 

      取締役 常務執行役員 食品事業部長   竹田 利明 （現 常務執行役員 食品事業部長） 

      取締役 執行役員 販売事業部長     戸井 和久 （現 執行役員 販売事業部長） 

 
    ○ 退任予定取締役 

         佐藤 信武 （現 取締役副会長、退任後 ㈱ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問に就任予定） 

      塙  昭彦 （現 取締役 中国室管掌） 

      太田 喜明 （現 取締役）  

 

 

執行役員の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
   ○ 執行役員の異動予定 

      常務執行役員 中国室長        麦倉  弘 （現 執行役員 中国副室長） 

   ○ 新任執行役員 

      執行役員 売場開発第二ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ  渡辺 泰充 （現 売場開発第二ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ） 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
○ 監査役の異動 

該当事項はありません。 
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役員の異動（株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ） 

 

取締役の異動 

（平成２１年５月２１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 

    ○ 新任取締役候補 

      取締役 常務執行役員 ﾚｽﾄﾗﾝ事業部長  髙松 孝義  （現 執行役員 ﾚｽﾄﾗﾝ事業部長） 

      取締役 執行役員 企画室長       黒尾 昌義  （現 執行役員 企画室長） 

    ○ 退任予定取締役 

         後藤 政志（現 取締役 常務執行役員 社長付） 

 

 

執行役員の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
    ○ 執行役員の異動予定 

      取締役 執行役員 店舗開発部長     久保田 剛志 （現 取締役 常務執行役員 店舗開発部長） 

   ○ 新任執行役員 

      執行役員 商品部長          日比 浩介  （現 商品部長） 

    ○ 退任予定執行役員 

         風間 正直 （現 執行役員 業務部 ｼｽﾃﾑ運用総括ﾏﾈｼﾞｬｰ） 

      井川  昇  （現 執行役員 店舗開発部 ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ店舗開発総括ﾏﾈｼﾞｬｰ） 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月２１日付） 

 
 ○ 新任監査役候補 

      監査役               後藤 政志 

○ 退任予定監査役 

稲垣 雅裕 （現 監査役） 
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役員の異動（株式会社ヨークベニマル） 

 

取締役の異動 

（平成２１年５月２０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 

      取締役副社長 営業本部長       石﨑 耕一  （現 取締役 専務執行役員 営業本部長） 

 

 

執行役員の異動 

（平成２１年５月２０日付） 

 
    ○ 執行役員の異動予定 

      取締役 専務執行役員 販売事業部長   真船 幸夫  （現 取締役 常務執行役員 販売事業部長） 

 常務執行役員 財務室長        三澤 隆   （現 執行役員 財務室長） 

 常務執行役員 開発室長        井村 誠治  （現 執行役員 開発室長） 

 常務執行役員 茨城北ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ     小檜山 宣幸 （現 執行役員 茨城北ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ） 

   ○ 新任執行役員 

      執行役員 食品事業部 青果部ｼﾆｱﾊﾞｲﾔｰ  脇坂 雄二  （現 食品事業部 青果部ｼﾆｱﾊﾞｲﾔｰ） 

    ○ 退任予定執行役員 

         大友 洋一郎（現 常務執行役員 販売事業部長付） 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月２０日付） 

 
 ○ 監査役の異動 

      該当事項はありません。 
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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２１年５月１３日付） 

 
（１）代表者の異動 

    ○ 新任代表取締役候補 

      代表取締役副社長           平田  豊  （現 顧問、㈱そごう 代表取締役専務取締役） 

 
（２）その他の役員の異動 

    ○ 取締役の異動予定 

      取締役 専務執行役員         渡辺 靖彦  

（現 専務取締役 営業企画部、CM 室、商品部管掌） 

    ○ 新任取締役候補 

      取締役 常務執行役員         新部 剛夫  

（現 顧問 西日本店舗ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、㈱そごう 取締役） 

      取締役 常務執行役員         高村 有治  

（現 顧問 東日本店舗ｸﾞﾙｰﾌﾟ・そごう/西武百貨店法人 

外商部担当、㈱西武百貨店 取締役） 

      取締役 執行役員 商品部長       松本  隆  （現 顧問 商品部長、㈱西武百貨店 取締役） 

      取締役 執行役員 営業企画部長     内田 雅己 （現 営業企画部長） 

    ○ 退任予定取締役 

      大道 基樹  （現 常務取締役 社長付） 

      関   千代子  （現 取締役 CSR 推進室長） 

      林   拓二   （現 取締役 経営企画部長） 

      中島 信一   （現 取締役 商品部 衣料品統括部長） 

      田口 雄二   （現 取締役 営業企画部 営業計画部長） 
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執行役員の異動 

（平成２１年５月１３日付） 

 
   ○ 新任執行役員 

      執行役員 CSR 推進室長             関   千代子 

      執行役員 経営企画部長         林   拓二 

      執行役員 商品部 衣料品統括部長    中島 信一 

      執行役員 営業企画部 営業計画部長   田口 雄二 

      執行役員 商品部 雑貨統括部長     藤城  学  （現 商品部 雑貨統括部長） 

      執行役員 商品部 食品・ﾃﾅﾝﾄ部長    仁科 敏和 （現 商品部 食品・ﾃﾅﾝﾄ部長） 

      執行役員 総務部長          荒金  薫  （現 総務部長） 

 

 

監査役の異動 

（平成２１年５月１３日付） 

 
 ○ 新任監査役候補 

      監査役                大槻 一郎 （現 ㈱西武百貨店 監査役） 

      監査役                吉田 修一 （現 ㈱そごう 取締役） 

      監査役                田中 吉寛 （現 ㈱ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 執行役員） 

○ 監査役の辞任 

高津  隆  （現 常勤監査役） 

加田 康八 （現 常勤監査役） 
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