
 

 

 

2022年２月 10日 

各 位 

           会 社 名 イオン株式会社 

代表者名 取締役兼代表執行役社長  吉田 昭夫 

 （コード番号 8267 東証第一部） 

問合せ先 財経担当責任者    宮崎 剛 

（TEL   043-212-6042） 

 

代表執行役の異動及び機構改革について 

 

当社は、取締役会にて代表執行役の異動及び機構改革等を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

１．機構改革（３月１日付） 

（１）代表執行役会長下に「特命担当」を配置する。 

（２）財務・経営管理担当を改編し、財務・経営管理担当下に「経営管理担当」「財務部」「関連企業部」 

「海外企業管理部」を配置する。また、経営管理担当下に「経営管理部」「経理部」を配置する。 

（３）人事・管理担当下に「事業推進担当」「広報・お客さまサービス担当」「秘書・渉外担当」を配置 

する。 

 

２．代表執行役の異動（３月１日付） 

新職 現職 氏名 

取締役 
取締役 兼 代表執行役副社長 

財務・経営管理担当 
山下 昭典 

執行役副会長 

特命担当 

代表執行役副社長 

ＳＭ担当 
藤田 元宏 

 

３．執行役の異動（３月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役副社長 

人事・管理担当 兼 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ管掌 

執行役 

人事・管理担当 兼 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ管掌 
渡邉 廣之 

執行役 

ＳＭ担当 

マックスバリュ東海㈱ 

代表取締役社長 
神尾 啓治(*) 

執行役 

商品担当 

イオンリテール㈱取締役専務執行役員 

近畿カンパニー支社長 
土谷 美津子(*) 

執行役 

事業推進担当 
アドバイザー 尾島 司(*) 

執行役 

財務・経営管理担当 

責任者 

関連企業担当 
江川 敬明(*) 

執行役 

戦略担当 

責任者 

戦略担当 
四方 基之(*) 

執行役 

物流担当 

責任者 

物流担当 
手塚 大輔(*) 

(*)印は、新任です。 



 

 

 

４．責任者の異動（３月１日付） 

新職 現職 氏名 

経営管理担当 財経担当 宮崎 剛 

環境・社会貢献担当 戦略部長 向後 周一(*) 

(*)印は、新任です。 

 

５．新執行役の略歴 

氏    名   神尾 啓治（かみお けいじ） 

生年月日    １９５７年７月１１日 

主な経歴 

１９８０年 ３月   ㈱八百半デパート（現マックスバリュ東海㈱） 入社 

１９９８年 ２月   同社 営業コーディネーター部長 

２００３年 ３月   同社 商品統括部デイリーマネージャー 

２００４年 ３月   同社 店舗統括本部長 

２００４年 ５月   同社 取締役 

２００８年 ５月   同社 常務取締役 

２０１１年 ５月   同社 商品統括本部長 

２０１３年 ５月  同社 代表取締役社長（現任） 

 

氏  名  土谷 美津子（つちや みつこ） 

生年月日    １９６３年１２月９日 

主な経歴 

１９８６年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱） 入社 

２００１年 ３月 同社 マーケティング本部お客さまサービス部長 

２００３年 ５月 同社 お客さま担当 兼 ＣＳ部長 

２００６年 ５月 同社 執行役 

２００７年 ９月 同社 グループお客さま・品質管理担当 

２００８年 ３月 同社 グループ環境担当 

２０１０年 ５月 ㈱イオンファンタジー 代表取締役社長 

２０１３年 ３月 イオンリテール㈱ 専務執行役員 食品商品企画本部長 

２０１３年 ５月 同社 取締役 

２０１６年 ６月 ビオセボン・ジャポン㈱ 代表取締役社長 

２０１９年 ３月 イオンリテール㈱ 取締役 執行役員副社長 近畿カンパニー支社長 

２０２０年 ３月 同社 取締役 専務執行役員 近畿カンパニー支社長（現任） 

 

氏  名  尾島 司（おじま つかさ） 

生年月日  １９６３年８月２４日 

主な経歴 

１９８６年 ４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱 UFJ銀行） 入行 

２００５年 １月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部 金融法人グループ統括責任者 

２００８年１０月 野村證券㈱ インベストメント・バンキング部 マネージング・ディレクター 

２０１２年 ６月 同社 執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当 

２０１４年 ７月 同社 執行役員 ウェルス・マネジメント担当 

２０１７年 ６月 ウェルス・マネジメント㈱ 取締役 

２０１８年 ６月 同社 取締役 兼 副社長執行役員 

２０２０年 ６月 ㈱大戸屋ホールディングス 取締役 

２０２１年 ６月 イオン㈱ アドバイザー（現任） 

 

 



 

 

氏  名  江川 敬明 （えがわ ひろあき） 

生年月日  １９６６年５月３日 

主な経歴 

１９８９年 ４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行 

２００９年 ７月 ㈱みずほコーポレート銀行 業務監査部米州監査室参事役 

２０１０年 １月 同行 米州業務管理部次長 

２０１３年 ７月 ㈱みずほ銀行 米州業務部次長 

２０１４年 ４月 同行 横浜営業部長 

２０１５年 ４月 同行 横浜支店長 

２０１７年 ４月 同行 営業第十二部長 

２０１９年 ４月 同行 米州営業第一部長 

２０２１年 ６月 イオン㈱ 財務・経営管理担当付 

２０２１年 ９月 同社 関連企業担当（現任） 

 

氏  名  四方 基之（しかた もとゆき） 

生年月日  １９７３年１１月２０日 

主な経歴 

１９９６年 ４月 イオンディライト㈱ 入社 

２００６年 ９月 同社 戦略部長 

２００９年 １月 同社 国際事業部長 兼 ステアリングコミッティ統括部長 

２００９年 ５月 永旺永楽（中国）物業服務有限公司 董事長 

２０１０年 ９月 イオンディライト㈱ 国際本部長 

２０１２年 ５月 同社 執行役員 中国事業責任者 

２０１６年 ５月 同社 取締役 兼 執行役員 

２０１８年１０月 同社 グループ戦略担当 兼 グループ戦略本部長 

２０１９年 ７月 同社 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略・デジタルソリューション統括 

兼 グループ戦略本部長 

２０２０年 ３月 イオン㈱ 戦略担当（現任） 

 

氏  名  手塚 大輔（てづか だいすけ） 

生年月日  １９７５年９月１９日 

主な経歴 

２００２年  ９月  イオンクレジットサービス㈱ 入社 

２００６年  ６月  イオン総合金融準備㈱（現㈱イオン銀行） 

２００７年１１月  同社 企画部統括マネージャー 

２０１１年  ７月  イオン㈱ 戦略部 

２０１４年  ３月  同社 戦略部長 

２０１６年  ５月  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役 

２０１７年  ３月  マックスバリュ関東㈱ 代表取締役社長 

２０１９年  ３月  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役副社長（現任） 

２０２１年 ３月 イオン㈱ 物流担当（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

６．新責任者の略歴 

氏  名  向後 周一（こうご しゅういち） 

生年月日  １９７２年６月１６日 

主な経歴 

１９９６年 ４月 ㈱ダイエー入社 

２０１３年 ３月 同社 商品戦略部長 

２０１４年 ３月 同社 営業戦略部長 

２０１４年 ９月 同社 近畿事業本部 阪奈・京滋ＳＭ事業部長 

２０１８年 ５月 同社 執行役員 管理本部長 

２０１９年 ５月 同社 取締役 執行役員 管理本部長 

２０２０年 ５月 同社 取締役 執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長 

２０２１年 ３月 イオン㈱ 戦略部長（現任） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（ご参考）２０２２年３月１日以降の体制 

 

１．執行役 

役位 担当 氏名 

取締役 兼 代表執行役会長  岡田 元也 

取締役 兼 代表執行役社長  吉田 昭夫 

執行役副会長 特命担当 藤田 元宏 

執行役副社長 デジタル担当 羽生 有希 

執行役副社長 人事・管理担当 兼 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ管掌 渡邉 廣之 

執行役 ＳＭ担当 神尾 啓治(*) 

執行役 ＤＳ担当 大池 学 

執行役 アセアン担当 岡崎 双一 

執行役 商品担当 土谷 美津子(*) 

執行役 事業推進担当 尾島 司 (*) 

執行役 財務・経営管理担当 江川 敬明(*) 

執行役 戦略担当 四方 基之(*) 

執行役 物流担当 手塚 大輔(*) 

(*)印は新任です。 

 

２．責任者 

役位 担当 氏名 

責任者 経営管理担当 宮崎 剛 

責任者 ヘルス＆ウエルネス担当 難波 廣幸 

責任者 ＩＣＴ推進担当 櫻庭 博文 

責任者 サービス・専門店担当 藤原 信幸 

責任者 環境・社会貢献担当 向後 周一(*) 

(*)印は新任です。 

 

以上 


