
２０１５年４月９日

Ｊ．フロントリテイリング株式会社

株式会社大丸松坂屋百貨店
 

Ｊ．フロントリテイリング、大丸松坂屋百貨店の役員等の異動 

および子会社の代表者の異動について 

 
 

１．役員等の異動について 

 Ｊ．フロントリテイリング㈱ （５月２８日付） 
 
（１）新任取締役候補 

新 氏  名 現 

取締役兼常務執行役員 

業務統括部長 

兼コンプライアンス・リスク管理担当 

土井 全一 
どい  ぜんいち 

㈱大丸松坂屋百貨店 

取締役兼常務執行役員 

営業本部営業企画室長 

兼お得意様営業統括室長 

取締役（社外） 太田 義勝 
おおた  よしかつ 

 
（２）退任予定取締役 

林 俊保（現 取締役兼常務執行役員 業務統括部長兼コンプライアンス・リスク 

管理担当） 

髙山 剛（現 取締役（社外）） 

 

（３）新任監査役候補 

新 氏  名 現 

監査役 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役 
越智 文史郎 
おち   ぶんしろう

業務統括部長付スタッフ 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 業務本部長

付スタッフ 

監査役 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役 

加藤 洋一 
かとう  よういち 

業務統括部長付スタッフ 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 業務本部長

付スタッフ 

監査役（社外） 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役 
石井 康雄 

いしい   やすお 

監査役（社外） 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役 
西川 晃一郎 

にしかわ こういちろう 
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（４）退任予定監査役 

  荒井 健治（現 監査役兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役） 

  西浜  確（現 監査役兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役） 

  野村 明雄（現 監査役（社外）兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役（社外）） 

  夏目 和良（現 監査役（社外）兼㈱大丸松坂屋百貨店 監査役（社外）） 
 
（５）新任執行役員 

新 氏  名 現 

執行役員 経営戦略統括部部長

経営企画担当 
今津 貴博 
いまづ  たかひろ 

経営戦略統括部部長 

経営企画担当 

執行役員 経営戦略統括部 

グループ組織要員政策担当 

兼㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員

業務本部人事部長 

忠津 剛光 
ただつ  たけひこ 

㈱大丸松坂屋百貨店 業務本部

人事部長 

兼ＪＦＲ㈱ 経営戦略統括部スタッフ

（グループ組織要員政策担当） 

 ㈱大丸松坂屋百貨店 （５月２８日付） 
 

（１）新任取締役候補 

 

新 氏  名 現 

取締役兼執行役員 

営業本部営業企画室長 

兼お得意様営業統括室長 

井村 有雄 
いむら   ありお 

執行役員 大丸京都店長 

取締役兼執行役員 

業務本部長 

兼コンプライアンス・リスク管理担当 

松田 弘一 
まつだ  ひろかず 

執行役員 

業務本部長 

兼コンプライアンス・リスク管理担当 

（２）退任予定取締役 

平山 誠一郎（現 取締役兼常務執行役員 社長特命事項担当） 

  土井 全一  （現 取締役兼常務執行役員 営業本部営業企画室長兼お得意様 

営業統括室長 
 

（３）新任監査役候補 

 

新 氏  名 現 

監査役 

兼ＪＦＲ㈱ 監査役 
越智 文史郎 
おち   ぶんしろう 

業務本部長付スタッフ 

兼ＪＦＲ㈱ 業務統括部長付スタッフ

監査役 

兼ＪＦＲ㈱ 監査役 

加藤 洋一 
かとう  よういち 

業務本部長付スタッフ 

兼ＪＦＲ㈱ 業務統括部長付スタッフ
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監査役兼ＪＦＲ㈱ 監査役（社外） 石井 康雄 
いしい   やすお 

監査役兼ＪＦＲ㈱ 監査役（社外） 西川 晃一郎 
にしかわ こういちろう 

 
（４）退任予定監査役 

荒井 健治（現 監査役兼ＪＦＲ㈱ 監査役） 

  西浜  確（現 監査役兼ＪＦＲ㈱ 監査役） 

  野村 明雄（現 監査役（社外）兼ＪＦＲ㈱ 監査役（社外）） 

  夏目 和良（現 監査役（社外）兼ＪＦＲ㈱ 監査役（社外）） 

 

（５）新任執行役員 

新 氏  名 現 

執行役員 業務本部人事部長兼

ＪＦＲ㈱ 執行役員 経営戦略統括部 

グループ組織要員政策担当 

忠津 剛光 
ただつ  たけひこ 

業務本部人事部長 

兼ＪＦＲ㈱ 経営戦略統括部スタッフ

（グループ組織要員政策担当） 

執行役員 大丸神戸店長 
太田 征男 
おおた   ゆきお 大丸神戸店長 

 
（６）退任執行役員 

土井 良平（現 常務執行役員 ㈱博多大丸 代表取締役社長） 

 

 

２．部長級の異動について 
 

 ㈱大丸松坂屋百貨店 （５月２８日付） 
 

新 氏  名 現 

大丸京都店長 
丹羽  亨 
 にわ  とおる 松坂屋静岡店長 

松坂屋静岡店長 小山 真人 
こやま  まさと 

営業本部営業企画室 

営業企画部長 

営業本部営業企画室 

営業企画部長 
村本 光児 
むらもと  こうじ 

営業本部営業企画室 

営業企画部スタッフ 
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３．子会社の代表者の異動について 
 
 ㈱大丸コム開発 （５月２８日付） 
 

 

新 氏  名 現 

代表取締役社長 朽木 浩平 
くちき こうへい 

ＪＦＲ㈱経営戦略統括部部長 

（ＣＲＥ戦略・開発事業担当  

開発事業担当） 

（ご参考）株式会社大丸コム開発の概要 

 ①所 在 地：大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目７番３号  

 ②事業内容：プロパティマネジメント、商業施設の新規開発、既存商業施設の 

②事業内容：活性化、テナントリーシング 

 ③資 本 金：５,０００万円（出資比率１００％） 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
 

Ｊ．フロントリテイリング株式会社 グループ広報 

株式会社大丸松坂屋百貨店 広 報 部  （TEL 03-6895-0816） 
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