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平成 28 年４月 12 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) 

 

 

当社の役員異動等並びに当社子会社の代表取締役異動及び役員異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成28年４月12日開催の取締役会において、下記のとおり当社の役員異動等並びに当社

子会社の代表取締役異動及び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、本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 

 

（１）新任役員候補 

氏名 新役職名 旧役職名 

澤田 司 取締役執行役員 ─ 

猫宮 一久 取締役執行役員 ─ 

※１．就任日：平成 28 年５月 26 日 

※２．澤田司は、当社子会社である株式会社ベルジョイスの代表取締役社長であります。 

※３．猫宮一久は、当社子会社である株式会社ラルズの常務取締役であり、平成 28 年５月 17

日付で同社代表取締役社長・ＣＯＯに就任する予定であります。 

 

（２）その他の役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

遠藤 須美夫 特別顧問 取締役執行役員 

守屋 澄夫 退任 取締役執行役員 

丸山 明 退任 執行役員 

※１．就任日及び退任日：平成28年５月26日 

※２．遠藤須美夫は、引き続き株式会社ベルジョイスの代表取締役名誉会長兼ＣＥＯを兼任い

たします。 
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２．当社子会社の役員異動等 

 

（１）株式会社ラルズ 

①代表取締役の異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

増山 謙一 代表取締役副会長兼商品統括部担当 
専務取締役営業本部長兼商品統括部

担当 

猫宮 一久 
代表取締役社長・ＣＯＯ兼営業本部

長兼販売統括部担当 

常務取締役営業副本部長兼販売統括

部担当 

守屋 澄夫 退任 代表取締役社長・ＣＯＯ 

※１．就任日及び退任日：平成28年５月17日 

※２．守屋澄夫は平成28年５月17日付で顧問に就任いたします。 

 

②新任代表取締役の略歴 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

増山 謙一 

（昭和23年10月28日生） 

昭和 51 年 10 月 

平成 ７年 ６月 

平成 11 年 ６月 

平成 13 年 ５月 

平成 14 年 11 月 

平成 14 年 11 月 

平成 19 年 ５月 

平成 22 年 ５月 

㈱ラルズ（現㈱アークス）入社 

当社食品商品部ＧＭ 

当社商品部一般食品グループＧＭ 

当社取締役営業本部商品統括部担当 

当社執行役員（現任） 

㈱ラルズ取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役（現任） 

猫宮 一久 

（昭和35年８月11日生） 

昭和 58 年 ３月 

平成 ９年 ３月 

平成 17 年 ５月 

平成 18 年 ５月 

平成 19 年 ９月 

平成 22 年 ５月 

㈱ラルズ（現㈱アークス）入社 

当社ＳＶグループ食品ＧＭ（ビッグハウス担当） 

㈱ラルズ執行役員第２運営部ＧＭ 

同社取締役第２運営部ＧＭ 

同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ＧＭ 

同社常務取締役（現任） 

※「ＧＭ」はゼネラルマネジャーの略であります。 

 

③その他の役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

齋藤 英之 
常務取締役営業企画部ゼネラルマネ

ジャー 

取締役営業企画部ゼネラルマネジャ

ー 

松尾 直人 

常務取締役商品統括部生鮮食品グル

ープ担当兼ロジスティクスグループ

担当 

取締役商品統括部生鮮食品グループ

担当兼ロジスティクスグループ担当 

鈴木 博雅 

取締役商品統括部ロジスティクスグ

ループ生鮮食品流通センター セン

ター長 

執行役員商品統括部ロジスティクス

グループ生鮮食品流通センター セ

ンター長 

大坂 光克 

取締役商品統括部第４商品部ゼネラ

ルマネジャー兼ロジスティクスグル

ープデリカセンター センター長 

執行役員商品統括部第４商品部ゼネ

ラルマネジャー兼ロジスティクスグ

ループデリカセンター センター長 
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氏名 新役職名 旧役職名 

酒井 純 
取締役販売統括部店舗サポート部担

当兼創発プロジェクト担当 

執行役員販売統括部店舗サポート部

担当兼創発プロジェクト担当 

大山 仁 

執行役員商品統括部一般食品グルー

プゼネラルマネジャー兼第６商品部

ゼネラルマネジャー 

商品統括部一般食品グループゼネラ

ルマネジャー兼第６商品部ゼネラル

マネジャー 

樋口 裕晃 
執行役員販売統括部第１運営部ゼネ

ラルマネジャー 

販売統括部第１運営部ゼネラルマネ

ジャー 

※ 就任日：平成 28 年５月 17 日 

 
 

（２）株式会社ユニバース 

①組織変更（平成 28 年６月１日付） 

ネットスーパーの事業化に伴い、ネットビジネス推進部を新設する。 

 

②人事異動等 

※１．発令日：平成 28 年６月１日 

※２．（  ）内は当社内での役職であり、海老原朗は当社財務経理グループゼネラルマネジ

ャー専任となります。 

 
 

（３）株式会社ベルジョイス 

①役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

髙橋 政敏 監査役 ─ 

伊東 和範 退任 監査役 

※１．就任日及び退任日：平成 28 年５月 16 日 

※２．髙橋政敏氏は、平成 28 年２月まで旧株式会社ベルプラスの監査役を務めておりました。 

  

②その他の人事異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

松岡 直人 
執行役員管理部人事部ゼネラルマネ

ジャー兼総務部ゼネラルマネジャー 

執行役員管理部人事部ゼネラルマネ

ジャー 

及川 和彦 
第２事業部商品部担当ゼネラルマネ

ジャー 
管理部総務部ゼネラルマネジャー 

※ 発令日：平成 28 年４月 12 日 

氏名 新役職名 旧役職名 

遠藤 隆広 取締役ネットビジネス推進部長 取締役社長付（特命担当） 

佐藤 史範 管理本部財務部長 管理本部財務部長付 

海老原 朗 

― 

（株式会社アークス財務経理グループ

ゼネラルマネジャー） 

管理本部財務部長兼株式会社アーク

ス財務経理グループゼネラルマネジ

ャー 
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（４）株式会社福原 

①組織変更（平成 28 年６月１日付） 

組織の軽層化を目的として、管理本部を廃止し総務部を社長直下に置く。 

 

②役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

浅野 啓二 退任 
専務取締役管理本部長兼総務部ゼネ

ラルマネジャー 

※１．退任日：平成 28 年５月 10 日 

※２．浅野啓二は同日付で顧問に就任いたします。 

 

③役員以外の人事異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

坂井 隆幸 総務部ゼネラルマネジャー 管理本部総務部総務課マネジャー 

※ 発令日：平成 28 年５月 10 日 

 

 

（５）株式会社道北アークス 

氏名 新役職名 旧役職名 

三戸部 博 カイゼン政策室顧問 取締役カイゼン政策室顧問 

※ 平成 28 年５月 19 日付で取締役を退任いたしますが、引き続きカイゼン政策室顧問に選任

いたします。 

 

 

（６）株式会社東光ストア 

氏名 新役職名 旧役職名 

加固 正好 取締役相談役 取締役副会長 

中津井 英司 
執行役員店舗運営部ゼネラルマネジ

ャー 
店舗運営部ゼネラルマネジャー 

※ 就任日：平成 28 年５月 18 日 

 

 

（７）株式会社道南ラルズ 

①役員異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

中村 善幸 取締役管理部ゼネラルマネジャー 執行役員管理部ゼネラルマネジャー 

※ 就任日：平成 28 年５月 17 日 
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②役員以外の人事異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

大西 辰雄 商品部ゼネラルマネジャー 商品部ゼネラルマネジャー代行 

三上 公男 店舗運営部ゼネラルマネジャー 店舗運営部マネジャー 

※ 就任日：平成 28 年５月 17 日 

 

 

（８）株式会社道東アークス 

氏名 新役職名 旧役職名 

守屋 澄夫 退任 取締役 

※ 退任日：平成 28 年５月 17 日 

 

 

（９）株式会社エルディ 

氏名 新役職名 旧役職名 

山田 美智秀 
取締役ホームセンター事業ゼネラル

マネジャー 

ホームセンター事業ゼネラルマネジ

ャー 

※ 就任日：平成 28 年５月 17 日 

 

以上 


