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2020年 3月 27日 

各 位 

東京都江東区豊洲五丁目 6番 52号 

株式会社オートバックスセブン 

代表取締役  社長執行役員 小林 喜夫巳 

[コード番号  9832 東証第一部] 

問い合わせ先 IR･広報部長 山﨑 徹 

       TEL 03-6219-8787 

 

（変更）連結子会社の合併および商号変更に関するお知らせ 

 

当社は、2020年 2月 28日に発表いたしました「連結子会社の合併および商号変更に関するお

知らせ」につきまして、下記の通り変更しましたので、お知らせします。なお、変更箇所は下線

（ ）を付して表示しております。 

記 

 

2. 経営統合の内容 

① 合併の要旨 

＜変更前＞ 

実施予定日（効力発生日）    ： 2020年 4月 1日（予定） 

 

  ＜変更後＞ 

実施予定日（効力発生日）    ： 2020年 5月 1日（予定） 
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＜ご参考＞ 

＜変更前＞ 

国内店舗子会社 経営体制                       2020年 4月 1日付 

事業部名称 法人名 カンパニー名称 

関東事業部 ㈱オートバックス関東販売 

代表取締役 藤原 伸一 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 東日本営業本部

担当） 

 

 

取締役 栃木カンパニー社長 

（現 夢翔 栃木エリア） 

舘内 喜樹 

（現 夢翔 代表取締役） 

取締役 茨城カンパニー社長 

（現 夢翔 茨城エリア） 

河添 貴之 

（現 オートバックスセブン 

東日本営業企画部長） 

㈱オートバックス京葉 

代表取締役 藤原 伸一 

取締役 千葉カンパニー社長 

松木 孝介 

（現 オートバックス京葉 代表取締役） 

中部事業部 ㈱オートバックス中部販売 

代表取締役 湊川 満也 

（現 オートバックスセブン  

執行役員 経営企画・人事・総務

担当） 

取締役 美濃カンパニー社長 

東森 貞雄 

（現 オートバックス美濃 代表取締役） 

関西事業部 ㈱オートバックス関西販売 

代表取締役 佐々木 勝 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 商品担当） 

取締役 大阪東カンパニー社長 

岡本 義次 

（現 オートバックスサンエース 執行役員） 

南日本事業部 ㈱オートバックス南日本販売 

代表取締役 西川 征宏 

（現  広島オートバックス  

代表取締役社長 兼 オートバ

ックス山口 代表取締役社長） 

 

取締役 広島カンパニー社長 

浅野 晃司 

（現 オートバックスセブン 東海営業部長） 

取締役 山口カンパニー社長 

落合 礼二 

（現 オートバックスセブン 中四国営業部長） 

取締役 南海カンパニー社長 

上久保 実 

（現 オートバックス南海 代表取締役 

兼 オートバックス香川 代表取締役） 

取締役 香川カンパニー社長 

上久保 実 

取締役 愛媛カンパニー社長 

吉井 浩二 

（現 オートバックス愛媛 執行役員） 
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＜変更後＞ 

国内店舗子会社 経営体制                       2020年 4月 1日付 

事業部名称 法人名 カンパニー名称 

関東事業部 ㈱オートバックス関東販売 

代表取締役 藤原 伸一 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 東日本営業本部

担当） 

 

 

取締役 栃木カンパニー社長 

（現 夢翔 栃木エリア） 

舘内 喜樹 

（現 夢翔 代表取締役） 

取締役 茨城カンパニー社長 

（現 夢翔 茨城エリア） 

河添 貴之 

（現 オートバックスセブン 

東日本営業企画部長） 

㈱オートバックス京葉 

代表取締役 藤原 伸一 

取締役 千葉カンパニー社長 

松木 孝介 

（現 オートバックス京葉 代表取締役） 

中部事業部 ㈱オートバックス中部販売 

代表取締役 湊川 満也 

（現 オートバックスセブン  

執行役員 経営企画・人事・総務

担当） 

取締役 美濃カンパニー社長 

東森 貞雄 

（現 オートバックス美濃 代表取締役） 

関西事業部 ㈱オートバックス関西販売 

代表取締役 佐々木 勝 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 商品担当） 

取締役 大阪東カンパニー社長 

岡本 義次 

（現 オートバックスサンエース 執行役員） 

 

2020年 5月 1日付 

事業部名称 法人名 カンパニー名称 

南日本事業部 ㈱オートバックス南日本販売 

代表取締役 西川 征宏 

（現  広島オートバックス  

代表取締役社長 兼 オートバ

ックス山口 代表取締役社長） 

 

取締役 広島カンパニー社長 

浅野 晃司 

（現 オートバックスセブン 東海営業部長） 

取締役 山口カンパニー社長 

落合 礼二 

（現 オートバックスセブン 中四国営業部長） 

取締役 南海カンパニー社長 

上久保 実 

（現 オートバックス南海 代表取締役 

兼 オートバックス香川 代表取締役） 

取締役 香川カンパニー社長 

上久保 実 

取締役 愛媛カンパニー社長 

吉井 浩二 

（現 オートバックス愛媛 執行役員） 

 

以上 


