
  

 

                              

 

平成 24年２月 15日 

各      位               

会 社 名 株 式 会 社 コ コ カ ラ フ ァ イ ン 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塚本  厚志 

（コード番号 ３０９８  東証第一部） 
問合せ先 常務執行役員経営企画本部長 重田 陽平 

（ＴＥＬ ０４５-５４８-５９３７） 
 
 

組織改革ならびに組織人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 4 月 1 日付の組織改革および組織人事を下記のとおり決定いたしましたので

お知らせいたします。 

 

 

1. 組織改革の目的 

当社グループは「おもてなし No.１企業になる」をコーポレートスローガンとし、「人々のココ

ロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」の経営理念のもと、中期経営計画「2016 年３

月期 売上高 5,000 億円、経常利益 200 億円」の達成に向け、本社機能を集約した当社と、コア

事業（ドラッグストア・調剤薬局）を運営・強化する販売子会社（株式会社セイジョー・セガミ

メディクス株式会社・株式会社ジップドラッグ・株式会社ライフォート・株式会社スズラン薬局）

という体制のもとグループ運営を行ってまいりました。またグループ運営基盤の強化と、既存事

業の質的強化を目的に、平成 25 年４月を目途に基幹システムの統一・人事制度の統一および物流

の最適化など社内にプロジェクトを組成して推進しております。 

法的規制緩和や医療費抑制政策等により、ドラッグストア業界は大きな転換期を迎えておりま

す。この様な大変化・大競争時代においては自己変革をスピードをもって実行することが重要で

あり、そのために平成 25 年４月に販売子会社の統合を実現するために組織改革を行うものであり

ます。 

 

2. 主な組織改革の内容 

① 経営改革会議を設置し、中期計画達成のための改革を推進いたします。 

② 経営改革会議のもと販社統合委員会を設置し、最重要課題である販売子会社の統合を実現い

たします。 

③ コーポレートスローガンである「おもてなし No.１企業になる」を推進する為におもてなし

推進室を新設いたします。 

④ 販売子会社の事業運営を効率的にサポートするとともに、統合の実現に向けた作業を円滑に

行うために、営業サポート本部、業務本部を新設いたします。 

⑤ 事業エリアの拡大を推進する為に事業開発本部を新設し、海外事業、EC 事業および新規事業

開発を推進いたします。 

⑥ 販売会社の統合や今後の新たな業界再編に対応する為に社長室の機能を関連会社の統括管理

および M&A 推進等の機能に変更いたします。 



  

 

3. 組織人事 

① 株式会社ココカラファイン執行役員人事（平成 24 年４月１日付） 

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

常務執行役員 ココカラファイン 西日

本統括（セガミメディクス㈱代表取締役

社長 兼 CS 推進室長） 

上原 俊二 
常務執行役員（セガミメディクス㈱代

表取締役社長 兼 CS 推進室長） 

常務執行役員 営業サポート本部長 奥川 直和 
常務執行役員（㈱ジップドラッグ代表

取締役社長 兼 CS 推進室長） 

常務執行役員 経営企画室長 重田 陽平 常務執行役員 経営企画本部長 

常務執行役員 社長室長 鈴木 芳孝 常務執行役員 総務本部長 

常務執行役員（㈱ファインケア代表取締

役社長 兼 CS 推進室長） 
永田 嘉弘 

常務執行役員 事業管理室長 兼 グル

ープ CS 推進室長 

常務執行役員 業務本部長 西﨑 昭 常務執行役員 情報戦略本部長 

常務執行役員 ココカラファイン 東日

本統括（ ㈱セイジョー代表取締役社長 

兼 CS 推進室長） 

橋爪 薫 
常務執行役員（㈱セイジョー代表取締

役社長 兼 CS 推進室長） 

常務執行役員 事業開発本部長 濱野 和夫 常務執行役員 社長室長 

常務執行役員 店舗･業態開発室担当 古松 泰造 常務執行役員 店舗･業態開発本部長 

上席執行役員（㈱ライフォート代表取締

役社長 兼 CS 推進室長） 
下農 勝弘 

上席執行役員（セガミメディクス㈱   

取締役店舗運営本部長） 

上席執行役員 内部監査室長 三枝 將夫 
上席執行役員 商品本部副本部長 兼 

商品企画部長 

上席執行役員 おもてなし推進室長 兼 

営業サポート本部マーケティング部長 
中山 和亮 

上席執行役員 情報戦略本部副本部長 

兼 マーケティング部長 

上席執行役員 （セガミメディクス㈱取

締役店舗運営本部長） 
林 勝彦 

上席執行役員（㈱ライフォート代表取

締役社長 兼 CS 推進室長） 

上席執行役員 営業サポート本部人事企

画部長 
福井 淳彦 

上席執行役員 総務本部副本部長 兼 

人事部長 

上席執行役員 商品本部長 湯浅 裕行 
上席執行役員 商品本部副本部長 兼 

仕入部長 

上席執行役員 営業サポート本部採用･

教育部長 
和智 亮一 上席執行役員 医療事業推進室長 

執行役員 財務経理本部長 兼 財務部長 篠原 二郎 執行役員 財務経理本部財務部長 

執行役員 （㈱ジップドラッグ 代表取締

役社長 兼 CS 推進室長） 
冨田 孝行 

執行役員 （㈱ジップドラッグ 取締役

店舗運営本部長） 

執行役員 経営企画室 副室長 尾池 泰之 
執行役員 経営企画本部副本部長 兼 

IR･広報部長 兼 経営企画部長 



  

執行役員 営業サポート本部医療事業推

進部長 
福井 靖和 執行役員 医療事業推進室副室長 

執行役員 商品本部流通企画部長（昇格） 佐竹 宏恭 情報戦略本部 IT 運営部長 

執行役員 財務経理本部経理部長（昇格） 千田 吉裕 財務経理本部経理部長 

執行役員 店舗･業態開発室長 兼 店舗

開発部長 兼 店舗設計部長（昇格） 
則岡 秀直 

店舗･業態開発本部店舗開発部長 兼

店舗設計部長 

 

② 株式会社ココカラファイン執行役員人事（平成 24 年６月 27 日予定） 

氏 名 新 役 職 

下農 勝弘 常務執行役員（㈱ライフォート代表取締役社長 兼 CS 推進室長） 

篠原 二郎 上席執行役員 財務経理本部長 兼 財務部長 

冨田 孝行 上席執行役員 （㈱ジップドラッグ 代表取締役社長 兼 CS 推進室長） 

 

③ 株式会社ココカラファイン部長人事（平成 24 年４月１日付） 

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

事業開発本部 EC 事業部長 神農 淳一 情報戦略本部 マーケティング部部長 

事業開発本部 海外事業部長 川口 研 経営企画本部 海外事業部長 

事業開発本部 新規事業開発部長 田村 義幸 社長室 部長 

商品本部 ヘルスケア商品部長 辻内 剛  商品本部仕入部 チーフバイヤー 

商品本部 ビューティケア商品部長 佐藤 智子 商品本部仕入部 チーフバイヤー 

商品本部 ホームケア商品部長 石川 厚美  
（㈱セイジョー店舗運営本部販売促

進部長） 

業務本部 総務部長 外村 伸司 総務本部 総務部長 

業務本部 事業管理部長 岡本 圭司 社長室 部長 

業務本部 情報システム部長 三宅 宏和 内部監査室長 

店舗･業態開発室 業態開発部長 須永 崇 店舗･業態開発本部 業態開発部長 

 

 

以上 



社長

(株)ライフォート
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医療事業推進部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 人事企画部 採用・教育部

財務経理本部
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経営企画室
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社長 経営改革会議 (株)スズラン薬局
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