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平成 29年４月 11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) 

 

当社子会社の組織変更及び役員異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成29年４月11日開催の取締役会において、下記のとおり当社子会社の組織変更及び役員

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．株式会社ラルズ 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

河関 俊明 執行役員アークス担当 

（株式会社アークス商品調達グループ

ゼネラルマネジャー兼東京駐在） 

─ 

（株式会社アークス商品調達グループ

ゼネラルマネジャー兼東京駐在） 

阿部 勝美 退任 取締役 

※１．就任日及び退任日：平成 29年５月 12日 

※２．（  ）内は当社（株式会社アークス）内での役職であり、株式会社ラルズでの役職と兼

務となります。 

※３．阿部勝美は、平成 29年５月 12日付で相談役に就任いたします。 

 

 

２．株式会社福原 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

中村 貴幸 
常務取締役店舗運営部統括ゼネラルマ

ネジャー兼生産性向上推進室管掌 

取締役店舗運営部統括ゼネラルマネジ

ャー兼生産性向上推進室管掌 

※１．就任日：平成 29年５月 11日 
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３．株式会社道北アークス 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

前田 昌徳 
常務取締役販売本部長 

兼営業副本部長 

取締役販売本部長 

兼営業副本部長 

三戸部 博 常勤監査役 カイゼン政策室顧問 

六車 聖 執行役員グロサリー商品統括部統括 グロサリー商品統括部統括 

中島 光信 退任 常勤監査役 

※１．就任日及び退任日：平成 29年５月 19日 

※２．前田昌徳及び六車聖の「旧役職名」は、以下（２）②及び③に記載している平成 29 年５

月１日発令予定の役職名であります。 

 

（２）組織変更及び人事異動等 

①組織変更 

販売と仕入れの強化を目的とし、営業本部直下に「販売本部」と「商品本部」を新設する。

加えて、「販売本部」内には、販売統括部と営業企画統括部を配置し、「商品本部」内には、

生鮮商品統括部およびグロサリー商品統括部、DaMC統括部を配置する。 

※「DaMC」は「Dohoku arcs Mother Center」の略であります。 

 

②取締役及び執行役員の役職変更 

氏名 新役職名 旧役職名 

東出  雅宏 
常務取締役商品本部長 

兼営業副本部長 

常務取締役営業副本部長 

販売統括部兼グロサリー商品統括部管

掌 

前田 昌徳 
取締役販売本部長 

兼営業副本部長 

取締役営業副本部長 

生鮮商品統括部及び DaMC統括部管掌 

蝶野  博昭 執行役員カイゼン政策室室長 執行役員生鮮商品統括部統括 

池内  貴幸 執行役員 DaMC統括部統括 執行役員カイゼン政策室室長 

熊谷  真吾 執行役員生鮮商品統括部統括 執行役員グロサリー商品統括部統括 

 

③ゼネラルマネジャーの人事異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

六車 聖 グロサリー商品統括部統括 営業企画統括部統括 

山崎 勝彦 
生鮮商品統括部統括代行兼  

第４商品グループマネジャー 

生鮮商品統括部第４商品部ゼネラルマ

ネジャー 
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氏名 新役職名 旧役職名 

武良 悦朗 DaMC統括部付ゼネラルマネジャー DaMC統括部統括 

 

③発令日：平成 29年５月１日 

 

 

４．株式会社東光ストア 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

加藤 利昭 
専務取締役営業企画室担当兼商品統括

部担当 

常務取締役営業企画室担当兼商品統括

部担当 

広中 裕之 常務取締役アークス担当 取締役アークス担当 

大畑 忠生 
取締役管理統括部担当兼総務・人事部

ゼネラルマネジャー 

執行役員管理統括部担当兼総務・人事

部ゼネラルマネジャー 

小坂 潤 
執行役員商品統括部生鮮食品担当 

兼水産部ゼネラルマネジャー 

執行役員商品統括部水産部ゼネラルマ

ネジャー 

安藤 正伸 販売統括部開発・テナント部顧問 
執行役員販売統括部開発・テナント部

ゼネラルマネジャー 

加固 正好 退任 取締役相談役 

※１．就任日及び退任日：平成 29年５月 18日 

      

（２）役員以外の人事異動 

氏名 新役職名 旧役職名 

広瀬 泰夫 

株式会社アークス出向ゼネラルマネジ

ャー 

（株式会社アークス人事企画グループ

マネジャー） 

株式会社アークス出向マネジャー 

 

（株式会社アークス人事企画グループ

マネジャー） 

耕田 正美 
販売統括部開発・テナント部ゼネラル

マネジャー 

販売統括部開発・テナント部マネジャ

ー 

※１．発令日：平成 29年５月 18日 

※２．（ ）内は当社（株式会社アークス）での役職であり、株式会社東光ストアでの役職と兼

務となります。 
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５．株式会社道南ラルズ 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

今野 伸 
専務取締役店舗運営部ゼネラルマネジ

ャー 

常務取締役店舗運営部ゼネラルマネジ

ャー 

大西 辰雄 執行役員商品部ゼネラルマネジャー 商品部ゼネラルマネジャー 

新家子 富栄 商品部第２商品系ゼネラルマネジャー 
執行役員商品部第２商品系ゼネラルマ

ネジャー 

※１．就任日：平成 29年５月 12日 

 

 

６．株式会社道東アークス 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

横山 清 代表取締役会長 代表取締役相談役 

酒井 浩仁 
専務取締役商品統括部担当兼ロジステ

ックグループゼネラルマネジャー 

常務取締役商品統括部担当兼ロジステ

ックグループゼネラルマネジャー 

小田 敏幸 常務取締役販売統括部担当 取締役販売統括部担当 

篠原 弘至 
取締役 

（株式会社ラルズへ出向） 

取締役網走地区担当兼ＢＡＳＩＣ駒場

店店長 

渡邊 友則 退任 取締役会長 

樋口 雅輝 執行役員管理部ゼネラルマネジャー 管理部ゼネラルマネジャー 

※１．就任日及び退任日：平成 29年５月 12日 

※２．渡邊友則は平成 29年５月 12日付で相談役に就任いたします。 

 

 

７．株式会社エルディ 

（１）役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

北野 達志 常務取締役営業統括 取締役営業統括 

阿部 勝美 退任 代表取締役専務 

※１．就任日及び退任日：平成 29年５月 12日 

※２．阿部勝美は、平成 29年５月 12日付で相談役に就任いたします。 

以上 


