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２００８年６月２６日 

各 位 

 

                          東京都江東区豊洲５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・大証第一部］ 

                          問い合わせ先  

                          経営企画室 吉山 弘樹 

                          ＴＥＬ ０３－６２１９－８７８７ 

 
 

  組織変更と 人事異動の お 知ら せ    

 
 
 当社では、中期経営計画（ＢＩＧプラン、最終年：2011年 3月期）の推進体制構築のため、     
2008年 6月 26日をもって、下記の組織変更と人事異動を実施しましたのでお知らせ致します。 
 

記 
 
Ⅰ．組織変更(2008年6月26日付) 

A．各種オフィサーの名称変更 

１.「ＣＥＯ」「Ｃｏ－ＣＯＯ」「ＣＳＯ」を廃止し、「社長執行役員」「副社長執行役員」 

「常務執行役員」を新設する。 

２.「オフィサー」を「執行役員」に名称変更する。 

３.「ＰＭＯ（プロジェクト・マネージメント・オフィサー）」を廃止する。 

４.「経営戦略推進統括チーフオフィサー」を「戦略機能統括執行役員」に名称変更する。 

５.「経営管理統括執行役員」を新設する。 

６.「エリアドミナント戦略推進統括チーフオフィサー」を「エリア戦略統括執行役員」に名称変更 

する。 

７.「トータルカーライフ事業戦略推進統括チーフオフィサー」を「商品戦略統括執行役員」に名称 

変更し、「Ｕ－ＰＡＲＴＳ事業担当オフィサー」および「新規事業担当オフィサー」の役割を統

合する。 

８.「海外事業戦略推進統括チーフオフィサー」を「海外事業統括執行役員」に名称変更する。 

９．「内部統制担当執行役員」を新設し、「カスタマーサービス担当オフィサー」の役割を統合する。 

10.「経営戦略推進担当」を「経営企画担当」に名称変更する。 

11.「関係会社管理担当執行役員」を新設する。 

12.「財務担当」を「財務戦略担当」に名称変更する。 

13.「ＩＴ戦略推進担当」を「ＩＴ戦略担当」に名称変更する。 

14.「人事戦略推進担当」を「人事戦略担当」に名称変更する。 
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15.「エリアドミナント戦略推進担当」を「エリア戦略企画担当」に名称変更し、「販売促進担当オ 

フィサー」および「店舗開発担当オフィサー」の役割を統合する。 

16.「北関東エリア事業部長」と「南関東エリア事業部長」の機能を統合し、「関東エリア事業部長」 

とする。 

 17.「商品戦略企画担当執行役員」を新設し、「物流担当オフィサー」の役割および「経営戦略推進

担当オフィサー」の保険事業推進の役割を統合する。 

18.「海外事業戦略推進担当」を「海外事業担当」に名称変更する。 

 

B．組織体制の変更 

１.「オフィサー会議」を「執行役員会議」に名称変更する。 

２.「ガバナンス委員会」を新設する。 

３.「内部統制システム構築プロジェクト」を「監査部」に統合して「内部監査室」に名称変更し、

「社長執行役員」直轄とする。 

４.「内部統制管理室」を「内部統制管理部」に名称変更し、「内部統制担当執行役員」管轄とする。 

５.「法務部」「コンプライアンス部」および「お客様相談部」を「内部統制担当執行役員」管轄と

する。 

６.「経営戦略企画室」を「経営企画室」に名称変更し、「社長執行役員」管轄とする。また、「総

務部」の秘書機能を移管する。 

７.「エリアドミナント戦略企画部」の関係会社管理･統制機能およびチェン業績管理機能を分離独立

して「関係会社管理部」を新設し、「経営管理統括執行役員」管轄とする。 

８.「総務部」「経理部」を「経営管理統括執行役員」管轄とする。 

９.「財務部」を「財務戦略推進部」に名称変更し、「戦略機能統括執行役員」管轄とする。 

10.「エリアドミナント戦略企画部」を「エリア戦略企画室」に名称変更する。 

11.「販売促進部」を「営業企画部」に名称変更し、「エリアドミナント戦略企画部」の店舗運営企 

画機能を移管する。 

12.「南関東エリア事業部」と「北関東エリア事業部」を統合し、「関東エリア事業部」とする。 

13.「北東北エリア運営部」と「南東北エリア運営部」を統合し、「東北エリア運営部」とする。 

14.「千葉エリア運営部」、「茨城・栃木エリア運営部」、「埼玉・群馬エリア運営部」を再編し、 

｢千葉・茨城エリア運営部｣および「関東北エリア運営部」とする。 

15.「信越エリア運営部」と「東京エリア運営部」を再編し、「東京エリア運営部」および「甲信越 

エリア運営部」とする。 

16.「神奈川エリア運営部」と「東海道エリア運営部」を統合し、「神奈川・静岡エリア運営部」と 

する。 

17.「愛知エリア運営部」と「岐阜・三重エリア運営部」を統合し、「東海エリア運営部」とする。 

18.「播磨エリア運営部」と「山陰エリア運営部」を統合し、「播磨・山陰エリア運営部」とする。 

19.「阪和エリア運営部」と「北大阪エリア運営部」を統合し、「阪和エリア運営部」とする。 

20.「中国エリア運営部」と「四国エリア運営部」を統合し、「中四国エリア運営部」とする。 

21.「中九州エリア運営部」を「九州北エリア運営部」および「南九州エリア運営部」へ分離統合す 

る。 

22.「北日本エリア事業部」管下に「北海道Ｃ＠ＲＳ推進部」および「東北Ｃ＠ＲＳ推進部」を新設 

する。  
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23.「関東エリア事業部」管下に「北関東Ｃ＠ＲＳ推進部」および「南関東Ｃ＠ＲＳ推進部」を新設 

する。  

24.「中部エリア事業部」管下に「中部Ｃ＠ＲＳ推進部」を新設する。  

25.「関西エリア事業部」管下に「関西Ｃ＠ＲＳ推進部」を新設する。 

26.「南日本エリア事業部」管下に「南日本Ｃ＠ＲＳ推進部」を新設する。 

27.「トータルカーライフ商品管理部」を「商品戦略管理室」に名称変更する。 

28.「商品開発部」を新設し、「商品戦略統括執行役員」管轄とする。 

29.「流通管理部」および「保険事業推進部」を「商品戦略統括執行役員」管轄とする。 

30.「診断ビジネス推進部」を「車検整備事業推進部」へ統合する。 

31.「カスタムカー開発部」を「Ｃ＠ＲＳ事業推進部」へ統合する。 

32.「Ｕ－ＰＡＲＴＳ開発部」を「Ｕ－ＰＡＲＴＳ推進部」に名称変更し、「商品戦略統括執行役員」

管轄とする。 

33.「新規事業推進部」を「新規事業開発部」に名称変更し、「エリアドミナント戦略企画部」のエ

クスプレス開発機能、業態開発機能および自動車教習所事業開発機能を統合する。 

34.「欧米事業部」「アジア事業部」「中国事業部」を「海外事業企画部」へ統合する。 
 
 
２．人事異動（2008年 6月 26日付） 

氏 名 新     職 現     職 

湧田 節夫 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 ＰＭＯ 

経営改善プロジェクト担当 

経森 康弘 取締役 副社長執行役員 

戦略機能統括 兼 海外事業統括 

取締役 

井手 秀博 取締役 常務執行役員 

経営管理統括 兼 財務戦略担当 兼 

経理担当 兼 関係会社管理担当 

－ 

森本 弘徳 取締役 常務執行役員 

エリア戦略統括 

取締役 

Ｃｏ－ＣＯＯエリアドミナント戦略推

進統括 兼 トータルカーライフ事業

戦略推進統括 兼 店舗開発担当 

武田 健一 取締役 常務執行役員 

商品戦略統括 

取締役 

松村 晃行 執行役員 

関東エリア事業部長 

オフィサー 

関西エリア事業部長 

小林 喜夫巳 執行役員 

関西エリア事業部長 

オフィサー 

カー用品事業担当 兼 

トータルカーライフ商品管理部長 

住野 耕三 執行役員 

商品戦略企画担当 兼 カー用品事

業担当 兼 商品開発部長 

オフィサー 

経理担当 兼 総務担当 

角倉 正親 執行役員 

車検整備事業担当 

オフィサー 

南関東エリア事業部長 

榧 宏介 執行役員 

Ｃ＠ＲＳ事業担当 兼 

Ｃ＠ＲＳ事業推進部長 

オフィサー 

Ｃ＠ＲＳ事業担当 兼 車検整備事業

担当 兼 Ｃ＠ＲＳ事業推進部長 
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小平 智志 執行役員 

内部統制担当 

オフィサー 

財務担当 兼 カスタマーサービス担

当 兼 物流担当 

上西園 英司 執行役員 

人事戦略担当 兼 総務担当 

オフィサー 

人事戦略推進担当 

江副 正通 エリア戦略企画室長 オフィサー 

北関東エリア事業部長 

岩城 仁志 営業企画部長 播磨エリア運営部長 

大西 亨 北海道Ｃ＠ＲＳ推進部長 北東北エリア運営部長 

岡本 義次 東北エリア運営部長 南東北エリア運営部長 

竹内 諭 東北Ｃ＠ＲＳ推進部長 Ｕ－ＰＡＲＴＳ開発部長 

倉林 真也 関東北エリア運営部長 東海道エリア運営部長 

木村 好一 甲信越エリア運営部長 埼玉・群馬エリア運営部長 

諸橋 賢一 千葉・茨城エリア運営部長 千葉エリア運営部長 

熊倉 栄一 神奈川・静岡エリア運営部長 神奈川エリア運営部長 

竹中 剛志 北関東Ｃ＠ＲＳ推進部長 販売促進部 担当部長 

丹羽 和芳 南関東Ｃ＠ＲＳ推進部長 信越エリア運営部長 

細見 弘司 北陸エリア運営部長 岐阜・三重エリア運営部長 

赤松 正敏 東海エリア運営部長 北陸エリア運営部長 

吉野 吉彦 中部Ｃ＠ＲＳ推進部長 愛知エリア運営部長 

杉山 肇 播磨・山陰エリア運営部長 阪和エリア運営部長 

戸高 信幸 阪和エリア運営部長 北大阪エリア運営部長 

桜木 盛司 関西Ｃ＠ＲＳ推進部長 山陰エリア運営部長 

中池 俊朗 中四国エリア運営部長 中国エリア運営部長 

大野 亮二 九州北エリア運営部長 南九州エリア運営部長 

舘内 喜樹 南九州エリア運営部長 中九州エリア運営部長 

松尾 政純 南日本Ｃ＠ＲＳ推進部長 九州北エリア運営部長 

小岩 純一 商品戦略管理室長 内部統制システム構築プロジェクト 

リーダー 

山村 匡 車検整備事業推進部長 診断ビジネス推進部長 

森本 眞臣 Ｕ－ＰＡＲＴＳ推進部長 オフィサー 

Ｕ－ＰＡＲＴＳ事業担当 兼 販売
促進担当 

兼 販売促進部長 

柳橋 保男 新規事業開発部長 エリアドミナント戦略企画部 

担当部長 

深山 義郎 ライコランドＦＣ本部長 オフィサー 

新規事業担当 

兼 ライコランドＦＣ本部長 

北條 和重 内部監査室長 内部統制システム構築プロジェクト 

グループマネジャー 
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藤村 勝 コンプライアンス部長 総務部長 

岩下 純次 お客様相談部長 コンプライアンス部長 

山田 義治 総務部長 エリアドミナント戦略企画部長 

横田 正信 関係会社管理部長 エリアドミナント戦略企画部 

担当部長 

 
以上 


