
 

 
平成 22 年 5 月 25 日 

各 位 

会 社 名 株式会社アークス 

代表者名 代表取締役社長 横山 清 

       （コード：9948 東証第 1 部、札幌） 

問合せ先   執行役員コーポレート部門担当 

古川 公一 

                              （TEL. 011-530-1000） 

 

 

当社子会社の役員の異動及び役職呼称変更に関するお知らせ 

 

当社は平成 22 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社子会社の役員の異動及び役職呼称変更を 

下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

【株式会社ラルズ】 

氏 名 新役職名 旧役職名 

増山 謙一 専務取締役営業本部長兼商品統括部担当 常務取締役営業本部長兼商品統括部担当

猫宮 一久 常務取締役営業副本部長兼販売統括部担当 取締役営業副本部長兼販売統括部担当 

古川 公一 常務取締役管理本部長 取締役社長室ＧＭ 

関根  浩 取締役管理副本部長兼経理部ＧＭ 執行役員経理部ＧＭ 

外岡  学 取締役（非常勤） 取締役副社長管理本部長兼ＣＦＯ 

※取締役の外岡学は引き続き株式会社ニッセンレンエスコートの代表取締役社長を兼任いたします。 

※ＧＭはゼネラルマネジャーの略称であります（以下同様）。 

 

 

 

【株式会社道北ラルズ】 

氏 名 新役職名 旧役職名 

西村  功 取締役店舗運営部ＧＭ 
株式会社ラルズ執行役員 

株式会社道北ラルズ出向 

※西村功は株式会社ラルズの執行役員を退任し、株式会社道北ラルズの取締役に就任いたします。 
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【株式会社東光ストア】 

氏 名 新役職名 旧役職名 

田守 隆行 常務取締役管理本部長 取締役管理本部長 

楠美 秀一 
常務取締役営業本部長兼販売統括部担当

兼販売促進部ＧＭ 

取締役営業本部長兼販売統括部長 

兼販売促進部長 

安藤 正伸 
執行役員 

(株式会社アークス店舗開発グループＧＭ) 

取締役 

(株式会社アークス店舗開発グループＧＭ) 

鎌田 保雄 執行役員経理・システム部ＧＭ 取締役経理・システム部長 

小野 彰司 執行役員商品統括部青果部ＧＭ 取締役商品統括部青果部長 

広中 裕之 執行役員総務・人事部ＧＭ 総務・人事部長 

佐藤 洋一 執行役員販売統括部店舗運営部ＧＭ 販売統括部店舗運営部長 

 

 

※以下の内容は役職呼称変更に関するものであります。 

氏 名 新役職名 旧役職名 

加藤 利昭 取締役商品統括部担当兼商品部ＧＭ 取締役商品統括部長兼商品部長 

大畑 忠生 販売統括部顧客サービス部ＧＭ 販売統括部顧客サービス部長 

前田 芳繁 商品統括部惣菜部ＧＭ兼畜産部ＧＭ 商品統括部惣菜部長兼畜産部長 

小坂  潤 商品統括部水産部ＧＭ 商品統括部水産部長 

小島 一行 販売統括部顧客サービス部担当ＧＭ 販売統括部顧客サービス部担当部長 

村橋 元也 
販売統括部店舗運営部 

店舗運営担当ＧＭ 

販売統括部店舗運営部 

店舗運営担当部長 

村上 清貴 
販売統括部店舗運営部 

テナント運営担当ＧＭ 

販売統括部店舗運営部 

テナント運営担当部長 

 

 

 

   以 上 
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＜ご参考＞　グループ各社の役員体制は以下の通りとなっております。

【株式会社アークス】 【株式会社ラルズ】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　代表取締役会長 　福　原　　朋　治 　代表取締役会長兼ＣＥＯ 　横　山　　清

　代表取締役社長 　横　山　　清 　代表取締役社長兼ＣＯＯ 　斎　藤　　弘

　取締役執行役員 　斎　藤　　弘 　専務取締役

　取締役執行役員 　六　車　　亮 　（株式会社道北ラルズ 　守　屋　　澄　夫

　取締役執行役員 　丸　山　　明 　　代表取締役社長他）

　取締役執行役員 　外　岡　　学 　専務取締役

　常勤監査役 　本　間　　吉　美 　（株式会社イワイ 　阿　部　　勝　美

　監査役 　武　内　　幸　博 　　代表取締役社長他）

　監査役 　髙　嶋　　智 　専務取締役営業本部長

　監査役 　岩　井　　正　尚 　兼商品統括部担当

　執行役員 　増　山　　謙　一 　常務取締役営業副本部長

　執行役員 　古　川　　公　一 　兼販売統括部担当

　常務取締役管理本部長 　古　川　　公　一

【株式会社福原】 　取締役管理副本部長

役職名 氏　名 　兼経理部ＧＭ

　代表取締役社長 　福　原　　朋　治 　取締役相談役 　福　原　　朋　治

　代表取締役副社長営業 　取締役 　六　車　　亮

　本部長 　取締役（非常勤） 　外　岡　　学

　専務取締役商品部統括 　浅　野　　啓　二 　常勤監査役 　本　間　　吉　美

　常務取締役管理本部長 　監査役 　武　内　　幸　博

　兼総務部長 　監査役 　髙　嶋　　智

　常務取締役店舗運営部 　監査役 　岩　井　　正　尚

　統括 　執行役員営業企画部担当 　三　輪　　富　幸

　取締役相談役 　横　山　　清 　執行役員室蘭地区本部長 　齋　藤　　英　之

　常勤監査役 　武　内　　幸　博 　執行役員販売統括部

　監査役 　本　間　　吉　美 　第１運営部ＧＭ

　監査役 　髙　嶋　　智 　執行役員販売統括部

　監査役 　岩　井　　正　尚 　第２運営部ＧＭ

　名誉会長 　福　原　　治　平 　執行役員サポート部担当

　兼顧客サービス・環境

　対策室ＧＭ

　増　山　　謙　一

　丸　山　　明

　児　玉　　勝　博

　福　原　　郁　治

　猫　宮　　一　久

　関　根　　浩
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　大　坂　　光　克

　鈴　木　　博　雅

　酒　井　　純



【株式会社ふじ】 【株式会社道東ラルズ】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　取締役会長 　六　車　　寛 　代表取締役会長 　横　山　　清

　代表取締役社長 　六　車　　亮 　代表取締役社長 　渡　辺　　友　則

　専務取締役営業本部長 　横　塚　　恵　三 　専務取締役兼商品統括部

　常務取締役商品統括部 　ＧＭ

　統括 　常務取締役兼販売統括部

　取締役相談役 　横　山　　清 　ＧＭ

　取締役販売統括部統括 　六　車　　修 　取締役相談役 　福　原　　朋　治

　取締役 　守　屋　　澄　夫 　取締役生鮮食品グループ

　常勤監査役 　六　車　　勝 　ＧＭ

　監査役 　本　間　　吉　美 　取締役 　斎　藤　　弘

　監査役 　髙　嶋　　智 　取締役 　外　岡　　学

　監査役 　岩　井　　正　尚 　取締役 　阿　部　　勝　美

　執行役員総務人事部ＧＭ 　中　島　　光　信 　監査役 　本　間　　吉　美

　執行役員経理システム部 　監査役 　武　内　　幸　博

　ＧＭ 　執行役員商品統括部

　一般食品グループＧＭ

【株式会社道北ラルズ】 　執行役員販売統括部兼

役職名 氏　名 　フクハラぴあざ桜町店店長

　代表取締役会長 　横　山　　清

　代表取締役社長 　守　屋　　澄　夫 【株式会社道南ラルズ】

　常務取締役第２商品部 役職名 氏　名

　ＧＭ 　代表取締役会長 　横　山　　清

　取締役店舗運営部ＧＭ 　西　村　　功 　代表取締役社長

　取締役第１商品部ＧＭ 　前　田　　昌　徳 　兼営業本部長

　取締役総務・人事ＧＭ 　三戸部　 博 　専務取締役

　取締役 　斎　藤　　弘 　兼店舗運営部ＧＭ

　取締役 　外　岡　　学 　取締役商品部ＧＭ 　大　山　　仁

　取締役 　六　車　　亮 　取締役店舗運営部

　監査役 　本　間　　吉　美 　店舗運営・教育ＧＭ

　監査役 　武　内　　幸　博 　取締役 　斎　藤　　弘

　取締役 　外　岡　　学

　取締役 　古　川　　公　一

　監査役 　本　間　　吉　美

　監査役 　武　内　　幸　博

　執行役員店舗運営部

　Ｃ＆Ｓ・宅配ＧＭ

　執行役員商品部

　第２商品系ＧＭ

　佐　藤　　六　男

　馬　場　　利　昭

　東　出　　雅　宏

　小　嶋　　隆　久

　石　山　　和　行

　蔵　重　　啓　二

　竹　田　　稔

　土　手　　光　三

　長谷川　　勉
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　村　田　　誠　司

　今　野　　伸

　新家子　富　栄

　酒　井　　浩　仁



【株式会社東光ストア】 【株式会社イワイ】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　代表取締役会長 　横　山　　清 　代表取締役会長 　横　山　　清

　代表取締役社長 　加　固　　正　好 　代表取締役社長 　阿　部　　勝　美

　常務取締役管理本部長 　田　守　　隆　行 　取締役 　斎　藤　　弘

　常務取締役営業本部長 　取締役 　外　岡　　学

　兼販売統括部担当 　監査役 　本　間　　吉　美

　兼販売促進部ＧＭ 　執行役員営業統括ＧＭ 　長　尾　　義　貞

　取締役商品統括部担当

　兼商品部ＧＭ 【株式会社エルディ】

　常勤監査役 　佐　川　　広　幸 役職名 氏　名

　監査役 　本　間　　吉　美 　代表取締役会長 　福　原　　朋　治

　監査役 　髙　嶋　　智 　代表取締役社長 　横　山　　清

　監査役 　岩　井　　正　尚 　代表取締役専務 　阿　部　　勝　美

　執行役員 　取締役ホームセンター

　（株式会社アークス出向） 　事業担当

　執行役員 　取締役 　斎　藤　　弘

　経理・システム部ＧＭ 　取締役 　六　車　　亮

　執行役員 　取締役 　外　岡　　学

　商品統括部青果部ＧＭ 　取締役 　内　海　　拓　人

　執行役員総務・人事部ＧＭ 　広　中　　裕　之 　取締役 　古　川　　公　一

　執行役員店舗運営部ＧＭ 　佐　藤　　洋　一 　監査役 　本　間　　吉　美

【株式会社ライフポート】

役職名 氏　名

　代表取締役社長 　横　山　　清

　常務取締役 　嶋　川　　範　明

　取締役ドラッグ事業担当 　増　田　　康　文

　取締役 　三　浦　　吉　郎

　取締役 　田　尻　　稲　雄

　取締役 　斎　藤　　弘

　取締役 　外　岡　　学

　取締役 　阿　部　　勝　美

　取締役 　（他薬種商取締役

　　２７名）

　監査役 　本　間　　吉　美

　執行役員ＤＰＥ事業担当 　山　本　　敏　行

※ＧＭはゼネラルマネジャーの略称であります。

以　上

　小　野　　彰　司

　加　藤　　利　昭

　楠　美　　秀　一

　鎌　田　　保　雄

　安　藤　　正　伸 　北　野　　達　志
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