
 

２０２１年３月２３日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

 

役員人事に関するお知らせ 

  当社は、２０２１年２月期（２０２０年度）を初年度とする中期経営計画（２０２０～２０２２

年度）において、「海外における高い利益成長の実現」「国内における安定的成長の実現」「成長を支

えるファイナンスミックスとガバナンス体制構築」「ＥＳＧ経営の推進」を成長施策として掲げ、Ｅ

ＳＧ視点に基づく経営を通じて、社会的価値と経済的価値の創出を通して、地域社会とともに持続的

な成長に取り組んでいます。 

新事業年度における経営課題および目指す姿を策定し、さらなる経営の効率化および意思決定の迅

速化の実現を目的として、①中国本部とアセアン本部を解消して「海外事業本部」を新設する、②営

業本部およびリーシング本部を解消し、「ＣＸ創造本部」を新設するとともに、役員の異動および新

任取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

＜経営課題および目指す姿＞ 

（１）海外事業における高い利益成長の実現を目指し、中国およびアセアンの成長マーケットへの 

新規出店の加速・既存モールの増床活性化の推進 

（２）国内事業における地域へのソリューション提供、テナント企業との協業による新しい取り組み、

重点課題の空床対策などを早期に推進・解決し、ＣＸ（カスタマーエクスペリエンス※）を創造

することでリアルモールの魅力の最大化の実現 

    ※当社がお客さまに提供する新たな価値 

（３）ニューノーマル時代に対応した施設環境づくり、次世代モールの構築、およびオフィスを始めと

する複合型やＯＰＡ事業の再生も含めた都市型ＳＣ事業（街づくり開発）の推進 

（４）デジタル技術やデータを活用し、新たなビジネスモデルの創出、お客さまの新たな「暮らし」を

創造する事業の開拓、および新時代に対応するオペレーションシステムの確立やＥＳ向上を含め

たＤＸの推進 

（５）成果指標を明確にしたマテリアリティ（重要課題）への取り組みを中心に、ＥＳＧ視点に基づく

改革を加速し、ステークホルダーに対して経済価値、社会価値、環境価値の創出 

 

１．役員の異動について（４月１日付）  

【新 職】 【現 職】 【氏 名】 

代表取締役社長 兼 

海外事業本部長 
代表取締役社長 岩村 康次 

取締役副社長 特命担当 
取締役副社長 

財経担当 兼 海外事業担当 
千葉 清一 

取締役  常務取締役 営業本部長 三嶋 章男 

常務取締役 ＣＸ創造本部長 常務取締役 リーシング本部長 藤木 光広 
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【新 職】 【現 職】 【氏 名】 

取締役  常務取締役 アセアン本部長 玉井 貢 

取締役 財経本部長 取締役 開発企画統括部長 横山 宏 

取締役 マーケティング統括部長 取締役 デジタル推進統括部長 伴井 明子 

取締役 中国事業責任者 取締役 中国本部長 橋本 達也 

 

２．取締役候補者の選任について 

２０２１年５月下旬開催予定の第１１０期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議し

ました。 

１）新任取締役候補者 

【新 職】 【氏 名】 

取締役（独立役員） 黒崎 裕伸 

取締役（独立役員） 大和田 順子 

取締役（独立役員） 榎本 知佐 

 

２）退任予定の取締役 

【現 職】 【氏 名】 

取締役 副社長 特命担当 千葉 清一 

取締役 三嶋 章男 

取締役 玉井 貢 

取締役（独立役員） 河端 政夫 

 

３）新任取締役候補者の略歴 

氏   名：黒崎 裕伸 （くろさき ひろのぶ） 

生年月日：１９６０年 ９月 ７日 

主な略歴：１９８３年 ４月 日本電気株式会社（現ＮＥＣ）入社 

１９９３年 ７月 同社 カイロ駐在事務所 首席駐在員 

１９９４年１０月 同社 バーレーン駐在事務所 首席駐在員 

２００２年 ４月 同社 中国事業推進本部 営業部長 

２０１０年 ６月 同社 ＮＥＣトルコ 社長〔イスタンブール〕 

２０１４年 ６月 同社 米州ＥＭＥＡ本部長 

２０１７年１０月 同社 ＮＥＣ ＥＭＥＡ地域代表ヨーロッパ社長〔ロンドン〕 

２０２０年 ４月 同社 グローバルビジネスユニット 上席グローバル事業主幹（現任） 

  

氏   名：大和田 順子（おおわだ じゅんこ） 

生年月日：１９６５年 ８月３１日 

主な略歴：１９８９年 ４月 日本電信電話㈱（現ＮＴＴコミュニケーションズ）入社 

      ２００１年 ８月 リクルートグループ 株式会社人事測定研究所 

      ２００９年 ４月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員 

      ２０１３年 ４月 株式会社リクルートキャリア 執行役員 

      ２０１６年 ７月 株式会社リクルートキャリア フェロー 

      ２０１６年 ７月 株式会社東京一番フーズ 顧問（現任） 

２０１７年 ４月 株式会社日立製作所 人事領域プロフェッショナル契約（現任） 

２０２０年 ６月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役（現任） 
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氏  名：榎本 知佐 （えのもと ちさ） 

 生年月日：１９６１年 ８月１２日 

主な略歴：１９８４年 ４月 株式会社リクルート入社 

２００５年１１月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 広報部長 

２０１２年 ７月  ヤンセンファーマ株式会社 コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長 

２０１４年 １月 東京電力株式会社 執行役員ソーシャルコミュニケーション室長 

２０１８年 ４月 株式会社日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト 

２０１８年 ６月 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 

２０１８年 ９月 株式会社ジョイフル本田 社外取締役 

２０１９年 ４月 明治大学 広報戦略本部員（現任） 

 

(参考)第１１０期定時株主総会の承認後の取締役及び監査役体制 

【役 位】 【氏 名】 【職 位・備 考】 

代表取締役社長 岩村 康次 海外事業本部長 

専務取締役  藤木 光広 ＣＸ創造本部長 

常務取締役  佐藤 久之 開発本部長 

常務取締役  岡本 正彦 管理本部長 

常務取締役  横山 宏 財経本部長 

取締役  伴井 明子 マーケティング統括部長 

取締役  橋本 達也 中国事業責任者 

取締役相談役 岡田 元也  

取締役 腰塚 國博 （独立役員） 

取締役 山下 泰子 （独立役員） 

取締役 黒崎 裕伸 （独立役員） 

取締役 大和田 順子 （独立役員） 

取締役 榎本 知佐 （独立役員） 

常勤監査役 渡部 まき  

監査役 村松 高男 （独立役員） 

監査役 鳥居 江美 （独立役員） 

監査役 西松 正人  

※腰塚 國博氏、山下 泰子氏は、会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独

立役員です。 

黒崎 裕伸氏、大和田 順子氏、榎本 知佐氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所上

場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。 

※渡部 まき氏は、会社法に定める社外監査役です。 

村松 高男氏、鳥居 江美氏は会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立

役員です。 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社   広報部  ＴＥＬ:０４３－２１２－６７３３ 


