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代表取締役候補者の選定及び統合会社の組織体制について 

イオン九州株式会社（以下、当社。）及びマックスバリュ九州株式会社、イオンストア九州株式会社は、
2020 年９月１日を効力発生日として、経営統合を予定しております。 
当社は本日、新統合会社の代表取締役候補者及び組織体制について、本年９月１日の効力発生を条件とし
て決定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記 

１．代表取締役候補者 ※現職は本年７月８日現在 
新職 現職 氏名 

代表取締役副社長 取締役 佐々木 勉 

（代表取締役候補者の略歴等） 
 氏 名    佐々木 勉（ささき つとむ） 
 生年月日   1955 年７月９日 
 所有持株数  イオン九州株式  0 株 
        マックスバリュ九州株式 18,771 株 
 略 歴    1979 年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

1995 年 ５月 同社 三岐商品水産マネージャー 
2001 年 10 月 同社 水産商品部マネージャー 
2003 年 ３月 同社 ＳＳＭ商品本部北関東商品部長
2004 年 ３月 同社 ＳＳＭ商品本部西関東商品部長
2004 年 ９月 同社 関東カンパニー食品商品部長
2007 年 ５月 ㈱フードサプライジャスコ（現イオンフードサプライ㈱） 代表取締役社長
2011 年 ４月 イオンアグリ創造㈱ 取締役 
2014 年 ３月 マックスバリュ九州㈱ 顧問 
2014 年 ５月 ㈱クリエイト 取締役会長
2014 年 ５月 マックスバリュ九州㈱ 代表取締役社長
2017 年 ３月 同社 代表取締役社長兼営業・商品担当
2017 年 ５月 同社 代表取締役社長（現任）
2020 年 ５月 当社 取締役（現任） 

（代表取締役就任予定日） 2020 年 9月 1 日 



２．組織体制（2020 年 9 月 1 日付） 
（１）目的 

経営統合によるシナジー効果の最大化を早期に実現できる組織体制を構築する。 
① 合併と同時に組織を統合し、スピードをもって再編効果を実現する。 
② ディベロッパー及び戦略・管理機能を社長直轄とし、ポストコロナを勝ち抜く成長戦略と構造改革
を推進する。 

③ 営業及び商品機能を副社長直轄とし、商販一体体制にて営業力強化とローコストオペレーションを
推進する。 

④ デジタルトランスフォーメーション責任者を配置し、デジタルを活用したお客さまの利便性と店舗
の生産性向上及び抜本的な業務改革、構造改革を推進する。 

（２）内容 
① 「営業担当」、「商品担当」、「ディベロッパー事業担当」、「管理担当」を配置し、担当取締役が配下
の本部組織を統括 

② 社長直轄組織として、「経営監査室」、「コーポレートコミュニケーション部」、「業務改革推進部」、
「HC事業部」を配置 

③ 営業担当の配下に「SM・DS 営業本部」、「GMS 営業本部」、「営業推進本部」、「新店・活性化推進
部」を配置 

④ 商品担当の配下に「食品商品本部」、「衣料・住居余暇商品本部」、「商品物流部」を配置 
⑤ ディベロッパー事業担当の配下に「開発本部」、「SC本部」、「FC事業部」を配置 
⑥ 管理担当の配下に「人事総務本部」、「経営戦略本部」を配置 

３．当社の役員体制（2020 年 9月 1日付） ※現職は本年７月８日現在 
（取締役） 

新職 現職 氏名 

代表取締役会長 代表取締役会長 森  美樹 

代表取締役社長 代表取締役社長 柴田 祐司 
代表取締役副社長
営業担当 兼 SM・DS営業本部長 取締役 佐々木 勉 
取締役 常務執行役員 
GMS 営業本部長

取締役 常務執行役員 
営業本部長 伊藤 文博 

取締役 執行役員 
商品担当 兼 食品商品本部長 取締役 南谷 和彦 
取締役 執行役員
管理担当 兼 経営戦略本部長
企業倫理担当 健康経営推進責任者

取締役 執行役員
管理本部長
企業倫理担当 健康経営推進責任者

平松 弘基 

取締役 執行役員 
ディベロッパー事業担当 兼 SC 本部長

取締役 執行役員 
ディベロッパー事業本部長 奥田 晴彦 

取締役 取締役 吉田 昭夫 

社外取締役 社外取締役 久留 百合子 

社外取締役 社外取締役 青木 孝一 



（執行役員） 
新職 現職 氏名 

執行役員 
衣料・住居余暇商品本部長

執行役員 
衣料・住居余暇商品本部長 長崎 正志 

執行役員 
営業推進本部長

マックスバリュ九州株式会社 
執行役員 営業推進本部長 久保川 順全 

執行役員 
人事総務本部長 兼 法務部長

マックスバリュ九州株式会社 
執行役員 人事総務本部長 赤木 正彦 

執行役員 
開発本部長

マックスバリュ九州株式会社
執行役員 開発本部長
兼 リーシング部長 兼 建設部長

山﨑 悌司 

執行役員
デジタルトランスフォーメーション責任者 
兼 業務改革推進部長

マックスバリュ九州株式会社
執行役員 経営管理本部長
兼 経営管理部長

篠崎 岳 

執行役員
衣料・住居余暇商品副本部長
兼 ホームコーディ商品部長

執行役員
衣料・住居余暇商品副本部長
兼 ホームコーディ商品部長

茶村 浩充 

執行役員 
SM・DS営業副本部長

マックスバリュ九州株式会社 
熊本事業部長 西嶋 洋一郎 

執行役員 
SM・DS営業本部 福岡事業部長

マックスバリュ九州株式会社 
執行役員 レッドキャベツ事業部長 岩下 良 

執行役員 
GMS 営業本部 南福岡事業部長

執行役員 
中福岡事業部長 川村 泰平 

執行役員 
GMS 営業本部 熊本・鹿児島事業部長

執行役員 
熊本・鹿児島事業部長 吉田 圭司 

なお、川口 高弘氏、野上 尚良氏、沓沢 茂弘氏、工藤 洋子氏は 2020 年 8 月末日をもって、 
執行役員を退任します。 

以 上 


