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77,１２ 

 

ＮＯ．２６ 

平成２７年７月２１日 

 

国分（株）、グループ組織再編の概要を決定 

 

国分（株）[会長兼社長・國分勘兵衛、本社・東京都中央区] は現在の本社・支社・事業部とグループ各社から

なる卸事業体制を７社のエリアカンパニー（以下、AC）と２社のカテゴリーカンパニー（以下、CC）及び、ヘッドクォ

ーターカンパニー（以下、HQ）とする、グループ組織再編の概要を下記の通り決定しました。 

 

記 

 

１．目的 

   当社はグループ卸基盤の再構築による磐石な経営基盤の確立を目的に、２０１４年より全国各エリアにおいてグ

ループ企業の統合を進めてきましたが、その最終段階として全国の卸事業を７社の AC と２社の CC 及び HQ の

体制に再編します。これらの組織再編は２０１６年度より始動する「第１０次長期経営計画（２０１６～２０２０年）」で標

榜する「食のマーケティングカンパニー」及び「地域密着 全国卸」を具現化するものであり、食を扱うすべてのお

客様に対し主体的に価値提供を行い、顧客満足度Ｎｏ．１を目指すものです。 

  

２．組織再編の概要 

（１） 組織再編予定日：２０１６年１月１日 

 

（２）AC・CC 及び HQ の所轄エリア、カテゴリー及び母体組織 

会社区分 名称 所轄エリア 所轄カテゴリー 母体組織 

AC 国分北海道（株） 北海道 全カテゴリー 
国分（株）北海道支社

シュレン国分（株） 

AC 国分東北（株） 

青森県、岩手県、宮城

県、秋田県、山形県、福

島県 

全カテゴリー（チルド・

冷凍・デリカを除く） 

国分（株）東北支社 

東北国分（株） 

AC 国分関信越（株） 

茨城県、栃木県、群馬

県、埼玉県、新潟県、長

野県 

全カテゴリー（チルド・

冷凍・デリカを除く） 

国分（株）関東支社 

国分関信越（株） 

AC 国分首都圏（株） 
埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、山梨県 

全カテゴリー（チルド・

冷凍・デリカを除く） 

国分（株）広域支社 

国分（株）関東支社 

首都圏国分（株） 

国分菓子（株） 

AC 国分中部（株） 

富山県、石川県、福井

県、岐阜県、静岡県、愛

知県、三重県 

全カテゴリー（チルド・

冷凍・デリカを除く） 

国分（株）中部支社 

東海国分（株） 

北陸国分（株） 
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会社区分 名称 所轄エリア 所轄カテゴリー 母体組織 

AC 国分西日本（株） 

滋賀県、京都府、大阪府

兵庫県、奈良県、和歌山

県、鳥取県、島根県、岡

山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛

県、高知県 

全カテゴリー（チルド・

冷凍・デリカを除く） 

国分（株）近畿支社 

国分（株）中国支社 

関西国分（株） 

国分西日本（株） 

四国国分（株） 

AC 国分九州（株） 

福岡県、佐賀県、長崎県

熊本県、大分県、宮崎県

鹿児島県、沖縄県 
全カテゴリー 

国分（株）九州支社 

九州国分（株） 

国分フードクリエイト

九州（株） 

CC 
国分フードクリエイト

（株） 

国分東北（株）、国分関

信越（株）、国分首都圏

（株）、国分中部（株）の

所轄エリア 

チルド・冷凍・デリカ 
国分フードクリエイト

東京（株） 

CC 
国分フードクリエイト

西日本（株） 

国分西日本（株）の所轄

エリア 
チルド・冷凍・デリカ 

国分フードクリエイト

西日本（株） 

HQ 
国分グループ本社

（株） 
－ － 国分（株）本社 

 

※上記母体組織以外のグループ企業については、現状、変更の予定はありません。 

※上記組織再編につきましては現時点での検討内容であり、株主総会、取締役会での決定を経て、正式にご案

内いたします。 

 

３．AC・CC 及び HQ の役割と概要 

（１）AC・CＣの役割 

AC・CＣは所轄エリア、カテゴリーにおける唯一の販売窓口となり、地域に根ざしたエリアマーケティングに加え、

他エリアの AC・CＣと連携し全国レベルでの卸機能を発揮してまいります。広域に展開するお取引先について

は、お取引先本部所在地の AC・CＣが窓口となり、他エリアの AC・CＣと連携した体制を構築します。 

 

（２）HQ の役割 

国分（株）は社名を「国分グループ本社（株）」と変更し、グループ全体の仕入機能を持つと同時にAC・CC及び

他の事業会社を統制・統括・サポートする機能会社となります。また、フードサービス事業部と国際事業部、な

らびに特販担当は、HQ 内の事業部門とします。 

 

（３）各社の概要 

①国分北海道（株） 

名称 国分北海道株式会社 

所在地 北海道札幌市中央区南６条西９－１０１８－３ 

代表者 代表取締役社長執行役員 黒澤良一 

資本金 １，４５０百万円 

売上高 １０３，３６８百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ３０５名（２０１５年７月１日時点） 
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②国分東北（株） 

名称 国分東北株式会社 

所在地 宮城県仙台市泉区明通３－２１－２ 

代表者 代表取締役社長執行役員 物井敦 

資本金 ５００百万円 

売上高 ９９，５４４百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ２４７名（２０１５年７月１日時点） 

 

③国分関信越（株） 

名称 国分関信越株式会社 

所在地 栃木県小山市大字出井１２１１－４ 

代表者 代表取締役社長執行役員 大久保徳政 

資本金 ５００百万円 

売上高 １６８，１７２百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ２８９名（２０１５年７月１日時点） 

 

④国分首都圏（株） 

名称 国分首都圏株式会社 

所在地 東京都江東区新砂１－６－３５ イーストスクエア東京５階 

代表者 代表取締役社長執行役員 内藤悟 

資本金 １，１１０百万円 

売上高 ４５７，７７７百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ５６５名（２０１５年７月１日時点） 

 

⑤国分中部（株） 

名称 国分中部株式会社 

所在地 愛知県名古屋市北区浪打町２－３５ 

代表者 代表取締役社長執行役員 福井稔 

資本金 ５００百万円 

売上高 １４５，３６２百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ２００名（２０１５年７月１日時点） 

 

⑥国分西日本（株） 

名称 国分西日本株式会社 

所在地 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ OAP タワー１４階 

代表者 代表取締役社長執行役員 碇豊樹 

資本金 ５００百万円 

売上高 ３０７，７２８百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ５２０名（２０１５年７月１日時点） 
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⑦国分九州（株） 

名称 国分九州株式会社 

所在地 福岡県福岡市博多区空港前１－２－８ 

代表者 代表取締役社長執行役員 玉置信一 

資本金 ５００百万円 

売上高 １２６，４９２百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ３０６名（２０１５年７月１日時点） 

 

⑧国分フードクリエイト（株） 

名称 国分フードクリエイト株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋１－２－６ 

代表者 代表取締役社長執行役員 山崎佳介 

資本金 ５００百万円 

売上高 ８１，３４１百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ２０１名（２０１５年７月１日時点） 

 

⑨国分フードクリエイト西日本（株） 

名称 国分フードクリエイト西日本株式会社 

所在地 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ OAP タワー１４階 

代表者 代表取締役社長執行役員 滝本徳一 

資本金 ５００百万円 

売上高 ６，７２６百万円（２０１４年１２月期） 

従業員数 ８３名（２０１５年７月１日時点） 

 

⑩国分グループ本社（株） 

名称 国分グループ本社株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋１－１－１ 

代表者 代表取締役会長兼社長CEO 國分勘兵衛 

資本金 ３，５００百万円 

保有機能 

① グループ統制機能 

② グループ統括機能 

 

③ 事業部門 

 

経営企画、人事総務、経理財務、審査法務、情報システム、品質管理 

事業開発、物流統括、マーケティング統括、MD 統括、広域統括、 

低温フレッシュ・フードサービス統括 

フードサービス事業、国際事業、特販担当 

 

以 上 


