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   2021年1月13日 

    

各  位  会 社 名     株式会社ファミリーマート 

  代表者名 代表取締役社長 澤田 貴司 

  問合せ先 広報部長 渡辺 恭 

 

組織・人事のお知らせ 

 

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田貴司）は、下記の通り、組織改編及び人事 

異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．組織改編（2021年 3月 1日付） 

【エリア本部・リージョン】 

・4エリア本部12リージョンから、4エリア本部20リージョンに再編。 

 

【オペレーション統括】  

・「オペレーション統括」を新設し、管下に「営業推進室」と「ライン・法人室」を新設。 

  

【店舗再生本部】 

・東日本店舗再生本部と西日本店舗再生本部を統合し、管下に 2店舗再生業務部及び、4運営部を設置。 

 

【マーケティング本部】  

・「マーケティング本部」を新設し、管下に「イノベーション＆アライアンス推進部」を新設。 

・商品・マーケティング本部管下の「販促・マーケティング部」を、「メディア＆プロモーション改革推進部」に 

名称変更の上、移管。 

 

【商品本部】  

・商品・マーケティング本部を「商品本部」に名称変更し、管下に「商品企画部」を新設。 

 

【新規事業開発本部】 

・金融・デジタル推進部を「金融事業部」に名称変更。 

 

【システム本部】 

・「次期会計システム部」を新設。 

・システム基盤構築部を「商品・物流システム部」、本部システム部を「情報・管理システム部」、 

デジタルソリューション部を「金融・デジタルシステム部」に名称変更。 
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【経理財務本部】 

・4エリア会計・管理部を、2エリア会計・管理部に再編。 

 

【経営企画本部】 

・「経営管理部」を新設。 

 

【ＣＲＯ】 

・社長直下に「ＣＲＯ（Chief Risk Officer）」を新設。 

 

Ⅱ．人事異動 

１．人事異動 （2021年2月28日付、2021年 3月1日付）  

(1) 代表取締役の異動 （2021年 3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

髙柳 浩二 取締役 会長 代表取締役 会長 

澤田 貴司 代表取締役 副会長 代表取締役 社長 

 

(2) 代表取締役の新任 （2021年 3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

細見 研介 代表取締役 社長 － 

 

(3) 取締役の異動 （2021年3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

加藤 利夫 
取締役 副社長執行役員 

社長補佐（兼）オペレーション統括 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（兼）東日本店舗再生本部管掌、 

西日本店舗再生本部管掌 

 

(4) 取締役の退任 （2021年2月 28日付） 

氏 名 現業務 

井上 淳 取締役 

髙橋 順 取締役 

伊澤 正 取締役（社外） 
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氏 名 現業務 

髙岡 美佳 取締役（社外） 

関根 近子 取締役（社外） 

青沼 隆之 取締役（社外） 

※井上淳は、2021年3月1日付で、常務執行役員西日本エリア本部長に就任予定。 

※髙橋順は、常務執行役員新規事業開発本部長を継続。 

 

(5) 取締役の新任 （2021年3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

加藤 修一 取締役 － 

 

(6) 監査役の退任 （2021年2月 28日付） 

氏 名 現業務 

内島 一郎 監査役（社外） 

白田 佳子 監査役（社外） 

 

(7) 監査役の新任 （2021年3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

岩村 俊文 監査役 － 

 

(8) 常務執行役員の異動 （2021年 3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

井上 淳 
常務執行役員 

西日本エリア本部長 

取締役 常務執行役員 

エリアサポート本部長（兼）お客様相談室

管掌、加盟店相談室管掌 

佐藤 英成 
常務執行役員 

商品本部長 

常務執行役員 

商品・マーケティング本部長 
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(9) 執行役員の異動 （2021年 3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

叶田 義春 
執行役員 

店舗再生本部長 

執行役員 

西日本店舗再生本部長 

神野 純弘 
執行役員 

ＣＲＯ（兼）監査室長 

執行役員 

監査室長 

村井 律夫 
執行役員 

営業推進室長 

執行役員 

東日本店舗再生本部長 

小竹 伸 
執行役員 

商品本部長補佐 

執行役員 

商品・マーケティング本部長補佐 

中村 弘之 

執行役員 

エリアサポート本部長（兼）お客様相談室

管掌、加盟店相談室管掌 

執行役員 

エリアサポート本部長補佐 

（兼）店舗運営業務部長 

 

(10) 執行役員の退任 （2021年2月28日付） 

氏 名 現業務 

山下 純一 
執行役員 

ＡＦＣ事業本部長補佐 

 

(11) 執行役員の新任 （2021年3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

井上 博之 
執行役員 

㈱データ・ワン 
㈱データ・ワン 

今村 尚道 

執行役員 

エリアサポート本部長補佐 

（兼）施設・資産管理部長 

（兼）実験統括室長 

施設・資産管理部長（兼）実験統括室長 

奥野 智保 
執行役員 

経理財務本部 経理財務部長 
経理財務本部 経理財務部長 

北野 隆 
執行役員 

システム本部長補佐 
システム本部長補佐 

玉川 哲史 
執行役員 

管理本部 人事部長 
管理本部 人事部長 

狩野 智宏 
執行役員 

ライン・法人室長 

エリアサポート本部  

広域・大規模法人開発部長 
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２．人事異動 （2021年3月31日付、2021年 4月1日付） 

(1)取締役の異動 （2021年4月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

塚本 直吉 
取締役 専務執行役員 

商品本部長 

取締役 専務執行役員 

ＣＩＯ（兼）システム本部長 

 

(2) 取締役及び執行役員の退任 （2021年3月 31日付） 

氏 名 現業務 

久保 勲 
取締役 専務執行役員 

ＣＳＯ（兼）経営企画本部長 

 

(3) 取締役及び執行役員の新任 （2021年4月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

浦島 宣哉 
取締役 常務執行役員 

ＣＳＯ（兼）経営企画本部長 
－ 

 

(4) 常務執行役員の退任 （2021年 3月31日付） 

氏 名 現業務 

佐藤 英成 
常務執行役員 

商品本部長 

 

(5) 執行役員の異動 （2021年 4月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

北野 隆 
執行役員 

ＣＩＯ（兼）システム本部長 

執行役員 

システム本部長補佐 

 

(6) 執行役員の新任 （2021年 4月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

山崎 康一 
執行役員 

経営企画本部 広報部長 
－ 
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【2021年 3月 1日付 取締役・執行役員一覧】 

 

取締役 会長 髙柳 浩二  

代表取締役 副会長 澤田 貴司  

代表取締役 社長 細見 研介  

取締役 副社長執行役員 加藤 利夫 社長補佐（兼）オペレーション統括 

取締役 専務執行役員 久保 勲 ＣＳＯ（兼）経営企画本部長 

取締役 専務執行役員 塚本 直吉 ＣＩＯ（兼）システム本部長 

取締役 常務執行役員 西脇 幹雄 ＣＦＯ（兼）経理財務本部長 

取締役 加藤 修一  

常務執行役員 井上 淳 西日本エリア本部長 

常務執行役員 髙橋 順 新規事業開発本部長 

常務執行役員 上野 和成 新規事業開発本部長補佐（兼）新規事業推進部長 

常務執行役員 佐藤 英成 商品本部長 

執行役員 森田 英次 ポケットカード㈱ 

執行役員 叶田 義春 店舗再生本部長 

執行役員 神野 純弘 ＣＲＯ（兼）監査室長 

執行役員 村井 律夫 営業推進室長 

執行役員 小田 文信 ＡＦＣ事業本部長 

執行役員 垣見 俊之 ＣＡＯ（兼）管理本部長 

執行役員 小竹 伸 商品本部長補佐 

執行役員 中村 弘之 
エリアサポート本部長（兼）お客様相談室管掌、 

加盟店相談室管掌 

執行役員 井上 博之 ㈱データ・ワン 

執行役員 今村 尚道 
エリアサポート本部長補佐（兼）施設・資産管理部長 

（兼）実験統括室長 

執行役員 奥野 智保 経理財務本部 経理財務部長 

執行役員 北野 隆 システム本部長補佐 

執行役員 玉川 哲史 管理本部 人事部長 

執行役員 狩野 智宏 ライン・法人室長 

※他会社役員、委員会の兼務については、記載しておりません。 
 

【参考】 

エグゼクティブ・ディレクター 足立 光 ＣＭＯ（兼）マーケティング本部長 

 

【参考：監査役】 

常勤監査役 中出 邦弘 

常勤監査役 佐藤 勝次 

監査役 岩村 俊文 
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【2021年 4月 1日付 取締役・執行役員一覧】 

 

取締役 会長 髙柳 浩二  

代表取締役 副会長 澤田 貴司  

代表取締役 社長 細見 研介  

取締役 副社長執行役員 加藤 利夫 社長補佐（兼）オペレーション統括 

取締役 専務執行役員 塚本 直吉 商品本部長 

取締役 常務執行役員 西脇 幹雄 ＣＦＯ（兼）経理財務本部長 

取締役 常務執行役員 浦島 宣哉 ＣＳＯ（兼）経営企画本部長 

取締役 加藤 修一  

常務執行役員 井上 淳 西日本エリア本部長 

常務執行役員 髙橋 順 新規事業開発本部長 

常務執行役員 上野 和成 新規事業開発本部長補佐（兼）新規事業推進部長 

執行役員 森田 英次 ポケットカード㈱ 

執行役員 叶田 義春 店舗再生本部長 

執行役員 神野 純弘 ＣＲＯ（兼）監査室長 

執行役員 村井 律夫 営業推進室長 

執行役員 小田 文信 ＡＦＣ事業本部長 

執行役員 垣見 俊之 ＣＡＯ（兼）管理本部長 

執行役員 小竹 伸 商品本部長補佐 

執行役員 中村 弘之 
エリアサポート本部長（兼）お客様相談室管掌、 

加盟店相談室管掌 

執行役員 井上 博之 ㈱データ・ワン 

執行役員 今村 尚道 
エリアサポート本部長補佐（兼）施設・資産管理部長 

（兼）実験統括室長 

執行役員 奥野 智保 経理財務本部 経理財務部長 

執行役員 北野 隆 ＣＩＯ（兼）システム本部長 

執行役員 玉川 哲史 管理本部 人事部長 

執行役員 狩野 智宏 ライン・法人室長 

執行役員 山崎 康一 経営企画本部 広報部長 

※他会社役員、委員会の兼務については、記載しておりません。 

 

【参考】 

エグゼクティブ・ディレクター 足立 光 ＣＭＯ（兼）マーケティング本部長 

 

【参考：監査役】 

常勤監査役 中出 邦弘 

常勤監査役 佐藤 勝次 

監査役 岩村 俊文 

 

  



8 

 

参考： 2021年3月1日付組織図（現組織との比較）  ※網掛け部分が変更対象組織 

 

＜新組織＞

東日本エリア本部 東日本エリア本部

＜現組織＞

北日本エリア本部 北日本エリア本部

中日本エリア本部 中日本エリア本部

西日本エリア本部 西日本エリア本部

東日本店舗再生本部 店舗再生本部

ＡＦＣ事業本部 ＡＦＣ事業本部

西日本店舗再生本部

オペレーション統括

エリアサポート本部 エリアサポート本部

商品・マーケティング本部 商品本部

マーケティング本部

ＳＣＭ・品質管理本部 ＳＣＭ・品質管理本部

新規事業開発本部 新規事業開発本部

システム本部 システム本部

経営企画本部 経営企画本部

管理本部 管理本部

経理財務本部 経理財務本部

CSO

CMO

CRO

CSO

CAO

CFO

CIO

CMO

CIO

CFO

CAO


