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2016年 3月 23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 湧田 節夫 

[コード番号  9832 東証第一部] 

問い合わせ先 IR･広報部長 椎野 泰成 

       TEL 03-6219-8787 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2016年 3月 23日開催の取締役会において、下記の通り、組織変更および人事異動を決議しま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1．組織体制の変更（2016年 4月 1日付） 

 1）組織に関する変更 

①「店舗運営企画部」を「チェン企画担当執行役員」管下とする。 

②「オムニチャネル推進部」を「ネットビジネス推進部」に名称変更し、オムニチャネル構築機能を

「マーケティング部」に移管する。 

③「商品開発部」を「カー用品担当執行役員」管下とする。 

④カーディーラー事業および車関連専門業態の推進を行う「車事業推進部」を「車買取・販売担当執

行役員」の管下に新設する。 

 

上記変更内容を要約すると以下の通りです。 

 新部門 現部門 変更内容 

① 店舗運営企画部 店舗運営企画部 担当執行役員変更 

② ネットビジネス推進部 オムニチャネル推進部 名称変更、機能移管 

③ 商品開発部 商品開発部 担当執行役員変更 

④ 車事業推進部 ― 新設 
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 2）執行役員に関する変更 

①「統括執行役員（「経営管理統括執行役員」、「海外・新規事業統括執行役員」および「商品統括

執行役員」）」を廃止する。 

②「オートバックスチェン副本部長」を新設する。 

③「カー用品担当執行役員」と「商品開発担当執行役員」を統合する。 

④「経営企画・IR・広報担当執行役員」、「法務・総務担当執行役員」および「人事・経理・財務・

IT戦略担当執行役員」の担当分野を変更し、「経営企画・IR・広報・IT戦略担当執行役員」、       

「人事・総務・法務担当執行役員」および「経理・財務担当執行役員」とする。 

 

上記変更内容を要約すると以下の通りです。 

 新役職 現役職 変更内容 

① ― 統括執行役員 

（経営管理統括執行役員） 

（海外・新規事業統括執行役員） 

（商品統括執行役員） 

廃止 

② オートバックスチェン副本部長 ― 新設 

③ カー用品担当執行役員 カー用品担当執行役員 統合 

商品開発担当執行役員 

④ ・経営企画・IR・広報・IT戦略 

担当執行役員 

・人事・総務・法務担当執行役員 

・経理・財務担当執行役員 

・経営企画・IR・広報担当執行役員 

・法務・総務担当執行役員 

・人事・経理・財務・IT戦略担当 

執行役員 

担当分野変更 

 

 

2．人事異動（2016年 4月 1日付） 

氏 名 新     職 現     職 

小林 喜夫巳 代表取締役 副社長執行役員 

オートバックスチェン本部長 

取締役 副社長執行役員 

オートバックスチェン本部長 

森本 弘徳 取締役 副社長執行役員 取締役 副社長執行役員 

経営管理統括 

松村 晃行 取締役 専務執行役員 

東日本営業統括部長 

取締役 専務執行役員 

海外・新規事業統括 

住野 耕三 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 

商品統括 

兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 

平田 功 専務執行役員 

経営企画・IR・広報・IT戦略担当 

常務執行役員 

経営企画・IR・広報担当 

小山 直行 専務執行役員 

オートバックスチェン副本部長 

兼 マーケティング担当 

執行役員 

海外事業担当 

熊倉 栄一 常務執行役員 

西日本営業統括部長 

執行役員 

西日本営業統括部長 

堀井 勇吾 常務執行役員 

海外事業担当 

執行役員 

法務・総務担当 

佐々木 勝 常務執行役員 

カー用品担当 

執行役員 

東日本営業統括部長 
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氏 名 新     職 現     職 

藤原 伸一 執行役員 

チェン企画担当 

執行役員 

チェン企画担当 兼 マーケティング担当 

兼 マーケティング部長 

佐久間 進 執行役員 

事業開発担当 

執行役員 

事業開発担当 兼 事業開発部長 

北條 和重 執行役員 

人事・総務・法務担当 

執行役員 

人事・経理・財務・IT 戦略担当 

兼 人事部長 

平賀 則孝 執行役員 

経理・財務担当 兼 経理・財務部長 

経理・財務部長 

高松 宏治 マーケティング部長 西日本営業企画部長 

小野田 裕繁 ネットビジネス推進部長 オムニチャネル推進部長 

幅田 智仁 東日本営業企画部長 東北営業部長 

大林 康弘 東北営業部長 東京・千葉営業部長 

岡本 義次 東京・千葉営業部長 神奈川・静岡営業部長 

重山 亮 神奈川・静岡営業部長 商品開発部長 

吉澤 剛 北関東営業部長 東日本営業企画部 課長 

福原 年広 西日本営業企画部長 北陸営業部長 

金子 政義 北陸営業部長 九州営業部長 

浅野 晃司 東海営業部長 阪和・京滋奈良営業部長 

東森 貞雄 阪和・京滋奈良営業部長 東海営業部長 

白石 裕一 播磨・山陰営業部長 中四国営業部 課長 

田中 淳介 九州営業部長 西日本営業企画部 課長 

築地 浩 流通管理部長 経営企画部 課長 

知脇 哲也 商品開発部長 東日本営業企画部長 

戸高 信幸 サービス推進部長 播磨・山陰営業部長 

田邉 淳一 車事業推進部長 株式会社アウトプラッツ 専務執行役員 

大木 勝仁 事業開発部長 事業開発部 課長 

三宅 高司 監査役室長 監査役室 

山田 義治 内部監査部長 監査役室長 

古田 寛之 人事部長 北関東営業部長 

 

以上 
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マーケティング部 

チェン人事部 

流通管理部 

カー用品商品部 

商品企画部 

車事業推進部 

車検推進部 

店舗運営企画部 

商品管理部 

（参考資料） 株式会社オートバックスセブン 2016年度 組織図      2016年4月1日付  
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