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2014年 2月 26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 

 

組織変更と人事異動のお知らせ  

 

当社は、2014年 2月 26日開催の取締役会において、下記のとおり、組織変更と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(2014年 4月 1日付) 

1）組織に関する変更 

 ①「店舗運営企画部」を新設し、「チェン企画担当執行役員」管下とする。 

 ②「チェン本部」を「オートバックスチェン本部」に名称変更する。 

 ③「店舗モデル構築部」を「業態管理部」に名称変更し、「チェン企画担当執行役員」管下とする。 

 ④ 国内 5事業部を、各々、「北日本営業本部」、「関東営業本部」、「中部営業本部」、「関西

営業本部」及び「南日本営業本部」に名称変更する。 

 ⑤「C@RS事業推進部」を「C@RS推進部」に名称変更する。 

 ⑥ 国内 5事業部管下の「北日本子会社運営部」、「関東子会社運営部」、「中部子会社運営部」、

「関西子会社運営部」及び「南日本子会社運営部」を、各運営部に統合する。 

 ⑦「商品企画管理部」を、「商品企画部」と「商品管理部」に分割する。 

 ⑧「関東北運営部」、「信越運営部」及び「東京・千葉運営部」を、「関東北運営部」、「甲信越

運営部」、「千葉・茨城運営部」及び「東京運営部」に再編する。 

 ⑨「阪和京滋奈良運営部」を、「京滋奈良運営部」及び「阪和運営部」に再編する。 

 ⑩「山陽・九州北運営部」を、「中四国運営部」及び「九州北運営部」に再編する。 

 ⑪「経理・財務部」及び「店舗子会社戦略部」の子会社二次管理機能を「内部統制管理部」に集約

する。 

 ⑫「IFRS対応プロジェクト」の IFRS会計対応機能を「経理・財務部」に、仕入、発注に関する業

務改革機能を「商品管理部」に移管し、当プロジェクトを廃止する。 

 ⑬「お客様相談部」を「内部統制・法務担当執行役員」管下とする。 

 ⑭「店舗子会社戦略部」を、新設する「店舗子会社戦略担当執行役員」管下とする。 

 ⑮「商品企画部」及び「Eコマース推進部」を、新設する「商品企画・Eコマース担当執行役員」

管下とする。 

 ⑯「商品開発部」を、新設する「商品開発担当執行役員」管下とする。 

 ⑰「海外事業部」を廃止する。 
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上記変更内容を要約すると以下のとおりです。 

 新部門 現部門 変更内容 

① 店舗運営企画部 ― 新設 

② オートバックスチェン本部 チェン本部 名称変更 

③ 業態管理部 店舗モデル構築部 ・名称変更 

・担当執行役員変更 

④ 北日本営業本部 北日本事業部 名称変更 

関東営業本部 関東事業部 

中部営業本部 中部事業部 

関西営業本部 関西事業部 

南日本営業本部 南日本事業部 

⑤ C@RS推進部 C@RS事業推進部 名称変更 

⑥ 各運営部 北日本子会社運営部 統合 

関東子会社運営部 

中部子会社運営部 

関西子会社運営部 

南日本子会社運営部 

⑦ 商品企画部 商品企画管理部 分割 

商品管理部 

⑧ 関東北運営部 関東北運営部 

信越運営部 

東京・千葉運営部 

再編 

甲信越運営部 

千葉・茨城運営部 

東京運営部 

⑨ 京滋奈良運営部 阪和京滋奈良運営部 再編 

阪和運営部 

⑩ 中四国運営部 山陽・九州北運営部 再編 

九州北運営部 

⑪ 内部統制管理部 ― 機能追加 

⑫ 経理・財務部 ― 機能追加 

商品管理部 ― 

― IFRS対応プロジェクト 廃止 

⑬ お客様相談部 お客様相談部 担当執行役員変更 

⑭ 店舗子会社戦略部 店舗子会社戦略部 担当執行役員変更 

⑮ 商品企画部 商品企画管理部 担当執行役員変更 

E コマース推進部 E コマース推進部 

⑯ 商品開発部 商品開発部 担当執行役員変更 

⑰ ― 海外事業部 廃止 

 

 2）執行役員に関する変更 

  ①「チェン企画統括執行役員」及び「商品統括執行役員」を新設する。 

  ②「店舗子会社戦略担当執行役員」、「商品企画・Eコマース担当執行役員」及び「商品開発担当

執行役員」を新設する。 

  ③「海外事業企画担当執行役員」を「海外事業担当執行役員」に名称変更する。 

  ④「チェン本部長」及び「チェン副本部長」を、各々、「オートバックスチェン本部長」、「オー

トバックスチェン副本部長」に名称変更する。 

  ⑤ 国内 5事業部長を、各々、「北日本営業本部長」、「関東営業本部長」、「中部営業本部長」、

「関西営業本部長」及び「南日本営業本部長」に名称変更し、「オートバックスチェン副本部長」 

管下とする。 

  ⑥「車販売事業担当執行役員」を「車事業担当執行役員」に名称変更する。 

⑦「海外事業統括執行役員」、「営業統括執行役員」、「店舗販売企画統括執行役員」及び「海外 

事業部長」を廃止する。 
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上記変更内容を要約すると以下のとおりです。 

 新役職 現役職 変更内容 

① チェン企画統括執行役員 ― 新設 

商品統括執行役員 

② 店舗子会社戦略担当執行役員 ― 新設 

商品企画・E コマース担当執行役員 

商品開発担当執行役員 

③ 海外事業担当執行役員 海外事業企画担当執行役員 名称変更 

④ オートバックスチェン本部長 チェン本部長 名称変更 

オートバックスチェン副本部長 チェン副本部長 

⑤ 北日本営業本部長 北日本事業部長 名称変更 

関東営業本部長 関東事業部長 

中部営業本部長 中部事業部長 

関西営業本部長 関西事業部長 

南日本営業本部長 南日本事業部長 

⑥ 車事業担当執行役員 車販売事業担当執行役員 名称変更 

⑦ ― 海外事業統括執行役員 廃止 

営業統括執行役員 

店舗販売企画統括執行役員 

海外事業部長 

 

 

2．人事異動（2014 年 4 月 1 日付） 
氏 名 新     職 現     職 

湧田 節夫 代表取締役 社長執行役員 

オートバックスチェン本部長 

代表取締役 社長執行役員 

チェン本部長 

経森 康弘 取締役 副社長執行役員 取締役 副社長執行役員 

チェン副本部長 

森本 弘徳 取締役 副社長執行役員 

経営管理統括 兼 経理・財務担当 

取締役 専務執行役員 

経営管理統括 兼 経理・財務担当 

小林 喜夫巳 取締役 副社長執行役員 

オートバックスチェン副本部長 兼 

チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 

取締役 常務執行役員 

営業統括 兼 チェン企画担当 

松村 晃行 取締役 専務執行役員 

商品統括 兼 商品企画・Eコマース担当 

取締役 常務執行役員 

店舗販売企画統括 

吉山 弘樹 常務執行役員 

北日本営業本部長 

常務執行役員 

海外事業統括 兼 海外事業部長 

上西園 英司 常務執行役員 

関西営業本部長 

上席執行役員 

関西事業部長 

平田 功 常務執行役員 

経営企画・IR・広報担当 

上席執行役員 

経営企画・IR・広報担当 兼 事業開発担当 

藤原 伸一 執行役員 

チェン企画担当 兼 マーケティング担当 

執行役員 

マーケティング担当 兼 商品開発部長 

佐々木 勝 執行役員 

関東営業本部長 

執行役員 

南日本事業部長 

江本 吉弘 執行役員 

中部営業本部長 

執行役員 

中部事業部長 兼 中部子会社運営部長 

熊倉 栄一 執行役員 

南日本営業本部長 

執行役員 

関東事業部長 

加藤 哲也 執行役員 

カー用品事業担当 兼 商品開発担当 

執行役員 

カー用品事業担当 

倉林 真也 執行役員 

車事業担当 

執行役員 

車販売事業担当 
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氏 名 新     職 現     職 

小山 直行 執行役員 

海外事業担当 

執行役員 

海外事業企画担当 

堀井 勇吾 執行役員 

内部統制・法務担当 

執行役員 

内部統制・法務担当 兼 法務部長 

佐久間 進 執行役員 

事業開発担当 兼 事業開発部長 

事業開発部長 

舘内 喜樹 株式会社京都オートバックス 

代表取締役社長 

執行役員 

北日本事業部長 兼 北日本子会社運営部長 

古田 寛之 店舗子会社戦略部長 関東子会社運営部長 

松本 誠一 チェン教育部長 店舗開発部長 

柳橋 保男 業態管理部長 店舗モデル構築部長 

河添 貴之 店舗運営企画部長 店舗モデル構築部 課長 

山村 匡 店舗開発部長 サービス事業推進部長 

岡 謙司 北海道運営部長 北海道運営部 課長 

田辺 淳一 甲信越運営部長 信越運営部長 

大林 康弘 千葉・茨城運営部長 東京・千葉運営部長 

松井 紳 東京運営部長 店舗子会社戦略部長 

中池 俊朗 中部 C@RS推進部長 株式会社オートバックス山口 

代表取締役社長 

黒木 清志 京滋奈良運営部長 関西子会社運営部長 

大西 亨 播磨・山陰運営部長 北海道運営部長 

浅野 晃司 阪和運営部長 阪和京滋奈良運営部長 

戸高 信幸 中四国運営部長 南日本子会社運営部長 

高松 宏治 九州北運営部長 山陽・九州北運営部長 

金子 政義 南九州運営部長 店舗子会社戦略部 課長 

岩城 仁志 商品企画部長 商品企画管理部長 

平山 和弘 商品開発部長 カーライフ商品部長 

江副 正通 商品管理部長 チェン教育部長 

諸橋 賢一 カーライフ商品部長 株式会社京都オートバックス 

代表取締役社長 

細谷 賢一 サービス事業推進部長 スーパーオートバックス東京ベイ東雲 

ゼネラルマネジャー 

村越 信彦 C@RS推進部長 C@RS事業推進部長 

中沢 邦雄 スーパーオートバックス東京ベイ東雲 

ゼネラルマネジャー 

スーパーオートバックス東京ベイ東雲 

ストアマネジャー 

 

以上 
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（参考資料） 株式会社オートバックスセブン 2014年度 組織図 2014年4月1日付

監
査
役
室

店舗開発部

立地開発部

チェン企画部

店舗子会社戦略部

お客様相談部

マーケティング企画部

商品開発部

販売促進部

業態管理部

タイヤ・ホイール商品部

流通管理部

カーエレクトロニクス商品部

商品企画部

カーライフ商品部

Ｅコマース推進部

Ｃ＠ＲＳ推進部

サービス事業推進部

海外事業企画管理部

チェン教育部

千葉・茨城運営部

北海道運営部

東北運営部

関東北運営部

甲信越運営部

東海運営部

北陸運営部

神奈川･静岡運営部

京滋奈良運営部

播磨･山陰運営部

阪和運営部

中四国運営部
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店舗運営企画部

九州北運営部

南九州運営部

東京運営部

商品管理部

北日本営業本部

関東営業本部

中部営業本部

関西営業本部

南日本営業本部

北日本Ｃ＠ＲＳ推進部

関東Ｃ＠ＲＳ推進部

中部Ｃ＠ＲＳ推進部

関西Ｃ＠ＲＳ推進部

南日本Ｃ＠ＲＳ推進部


