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平成 27 年４月 13 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 東証第一部、札幌)

問合せ先 取締役常務執行役員 

管理部門・コーポレート部門管掌 

    古 川  公 一

(TEL．011-530-1000)

 

 

社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成27年４月13日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任並びに当社

及び当社子会社の役員異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、役員異動等につきましては、各社の定時株主総会、その後の取締役会、監査役会の決議

を経て、正式に決定する予定であります。 

 

記 

 

１．当社の役員異動等 

当社は、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる

ことを目的として、社外取締役を選任することといたしました。 

 

（１）新任社外取締役候補 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

佐々木 亮子 

（昭和21年７月６日生） 

平成４年６月

平成７年７月

平成 14 年７月

平成 19 年７月

平成 25 年６月

株式会社調査開発センター常務取締役 

有限会社アールズセミナー代表取締役（現任） 

北海道副知事 

北海道公安委員会委員長 

北海道電力株式会社社外取締役(現任) 

※就任日：平成27年５月26日 

 

 

（２）新任役員候補 

氏名 新役職名 旧役職名 

児玉 勝博 監査役 ─ 

※１．就任日：平成27年５月26日 

※２．児玉勝博は現在当社連結子会社である株式会社福原の常勤監査役であります。 

 

 



- 2 - 
 

（３）その他の役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

武内 幸博 退任 監査役 

※退任日：平成27年５月26日 

 

 

２．当社子会社の役員異動等 

 

（１）株式会社ラルズ 

氏名 新役職名 旧役職名 

児玉 勝博 監査役 ─ 

関根 浩 退任 取締役管理部門担当 

武内 幸博 退任 監査役 

三輪 富幸 退任 執行役員販売統括部担当 

※１．就任及び退任日：平成27年５月14日 

※２．関根浩氏は、引き続き株式会社アークス財務・経理グループのゼネラルマネジャー職に

専任いたします。 

 

（２）株式会社ユニバース 

①組織変更（平成 27 年５月 11 日付） 

・店舗運営部から店舗支援部門を独立させ、店舗運営部及び店舗支援部門で構成される店舗運

営本部を新設する。 

・総務部、財務部、計画管理室の上位組織として、管理本部を新設する。 

・総務部とＣＳＲ部を統合し、総務部とする。 

 

②役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

長崎 善人 
常務取締役店舗運営本部長兼店舗運

営部長 
常務取締役店舗運営部長 

根岸 誠 常務取締役管理本部長 顧問 

田名部 淳雄 取締役商品部長 取締役総務部長 

遠藤 隆広 取締役社長付（特命担当） 社長付 

小山田 雅春 常勤監査役 ― 
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氏名 新役職名 旧役職名 

重田 博 退任 常務取締役商品部長 

木村 正則 退任 常勤監査役 

※就任及び退任日：平成 27 年５月 11 日 

 

③役員以外の人事異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

白木 義則 総務部長 ＣＳＲ部長 

※発令日：平成 27 年５月 11 日 

 

 

（３）株式会社福原 

氏名 新役職名 旧役職名 

福原 郁治 代表取締役社長 営業本部長 代表取締役社長 

浅野 啓二 専務取締役管理本部長兼総務部ＧＭ
専務取締役営業本部長兼商品部統括

兼第２商品部ＧＭ 

中村 貴幸 
取締役店舗運営部統括ＧＭ兼生産性

向上推進室管掌 

店舗運営部統括ＧＭ兼生産性向上推

進室管掌 

武内 幸博 退任 常勤監査役 

※１．就任日：平成 27 年５月９日 

※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略であります。 

 

 

（４）道北アークス 

氏名 新役職名 旧役職名 

横塚 恵三 代表取締役専務取締役営業本部長 専務取締役営業本部長 

武内 幸博 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成 27 年５月 19 日 

 

 

（５）東光ストア 

氏名 新役職名 旧役職名 

小野 彰司 

取締役販売統括部担当兼販売指導Ｇ

Ｍ兼販売促進部ＧＭ兼店舗サポート

部ＧＭ 

執行役員販売統括部担当兼販売指導

ＧＭ兼販売促進部ＧＭ兼店舗サポー

ト部ＧＭ 
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氏名 新役職名 旧役職名 

小坂 潤 執行役員商品統括部水産部ＧＭ 商品統括部水産部ＧＭ 

※１．就任日：平成 27 年５月 20 日 

※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略であります。 

 

 

（６）株式会社道南ラルズ 

氏名 新役職名 旧役職名 

児玉 勝博 監査役 ─ 

武内 幸博 退任 監査役 

※就任日：平成 27 年５月 14 日 

 

 

（７）株式会社道東ラルズ 

氏名 新役職名 旧役職名 

酒井 浩仁 常務取締役販売統括部担当 取締役販売統括部ＧＭ 

渡邊 竜二 常務取締役商品統括部担当 
取締役商品統括部ＧＭ兼生鮮食品グ

ループＧＭ兼一般食品グループＧＭ

児玉 勝博 監査役 ─ 

石山 和行 退任 専務取締役 

武内 幸博 退任 監査役 

※１．就任日及び退任日：平成27年５月14日 

※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略であります。 

 

 

（８）株式会社篠原商店 

氏名 新役職名 旧役職名 

小田 敏幸 取締役ＢＡＳＩＣ橋北店店長 ＢＡＳＩＣ橋北店店長 

篠原 弘至 取締役ＢＡＳＩＣ駒場店店長 ＢＡＳＩＣ駒場店店長 

※就任日：平成27年５月14日 
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（９）株式会社ジョイス  

氏名 新役職名 旧役職名 

伊東 和範 監査役 ─ 

藤原 朋則 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成27年５月11日 

 

 

（10）株式会社ベルプラス 

①組織変更（平成 27 年５月 11 日付） 

・商品部直下にあった販促企画室を、商品部直下の「日配グロサリー」の管轄下に置く。また、

商品部直下にあった「デリカ」を商品部直下の「生鮮」の管轄下に置く。 

・店舗開発室に店舗企画室を統合する。 

 

②役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

佐藤 裕之 
取締役商品部副部長兼日配グロサリ

ーマネジャー 
商品部日配グロサリーマネジャー 

澤口 昭夫 監査役 取締役 

田村 重光 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成27年５月11日 

 

 

（11）株式会社イワイ 

氏名 新役職名 旧役職名 

嶋川 範明 退任 取締役 

※１．退任日：平成 27 年５月 14 日 

※２．嶋川範明氏は、引き続き株式会社ラルズ店舗サポート部衛生管理・環境対策ゼネラルマ

ネジャー職に専任いたします。 

以上 


