
 

平成 24 年３月 21 日 

各  位 

神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号 

ブ ッ ク オ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 

代 表 者  代 表 取 締 役 社 長 松 下 展 千 

（コード番号：3313 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堀 内 康 隆 

電話番号 042-750-8588 

 

 

組織変更及び人事異動等に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年３月 21 日開催の取締役会において、組織変更、取締役の管掌変更、執行役

員の担当部署変更及び人事異動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 組織変更について（平成 24 年４月１日付） 

 

平成 24 年４月１日付の組織図は添付のとおりです。 

【主な変更点とその理由】 

（１）４本部制の廃止 

本部制を廃止し担当執行役員制とすることで、事業環境の変化に合わせて組織を

柔軟に組み替え、執行のスピードを向上させます。 

   

（２）人財部と教育研修室の統合及び労務室の新設 

社員の採用を担当している人財部と入社後のキャリアパスを運用している教育研

修室を統合することで、人財の教育・育成担当を一本化し、人財育成のスピードを

向上させます。併せて人財部労務グループを労務室として新設し、労務管理機能を

強化いたします。 

 

（３）営業企画部の分割 

営業企画部を、店舗の販売促進をサポートする営業企画室と、マス・マーケティ

ング及びブランディングを担当するマーケティング室に分割し、販売促進とマーケ

ティング機能を強化いたします。 

 

  （４）店舗運営戦略部の新設 

ブックオフ店舗及びリユース店舗における新規施策の立案・試行・実施をするた

めに、店舗運営戦略部を新設いたします。 

 



 

２. 取締役の管掌変更及び執行役員の担当部署変更（平成 24 年４月１日付） 

 

取締役の管掌と執行役員の担当部署は、別添のとおりです。 

 

３. 人事異動の内容（平成 24 年４月 1 日付） 

氏名 新任 現任 

堀内 康隆 

取締役執行役員  

兼 経営企画部長 

取締役執行役員 管理本部長 

保坂 良輔 

執行役員  

兼 人財部長 

執行役員 営業本部副本部長 

兼 教育研修室長 

近藤 純哉 店舗運営戦略部長 

営業本部副本部長 

兼 ﾌﾞｯｸｵﾌ事業部長 

田村 健一 

ﾌﾞｯｸｵﾌ事業部長 

兼 店舗支援部長 

店舗支援部長 

上之原 匡 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室長 営業企画部長 

廣瀬 道孝 営業企画室長 管理本部付ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

大西 陽一郎 労務室長 教育研修室ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 

以上 

 

   本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先    

    経営企画部 

     井 上 徹 

     塚 田 恭 子 

   電話：042-750-8588 
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取締役の管掌（平成 24 年 4 月 1 日付） 

氏名 役職 新 旧 

松下 展千 

取締役社長 内部監査部 内部監査室 

（代表取締役） 人財部   

野津 直樹 取締役 ※２ 

経理部 戦略本部 

業務部 （店舗開発部、㈱ﾋﾞｰ･ｵｰ･ｴﾑ） 

  

  

総務部 

労務室 

ﾋﾞｰｱｼｽﾄ㈱ 

小金井 真吾 取締役 ※２ 

FC 事業部 営業本部 

海外事業部 （ﾌﾞｯｸｵﾌ事業部、ﾘﾕｰｽ事業

部、海外事業部、新刊事業部、

複合事業部、店舗改善部、店

舗支援部、FC 事業部、教育研

修室、ﾌﾞｯｸｵﾌﾒﾃﾞｨｱ㈱、青山ﾌﾞ

ｯｸｾﾝﾀｰ㈱） 

店舗開発部 

㈱ﾋﾞｰ･ｵｰ･ｴﾑ 

ﾌﾞﾗｽﾒﾃﾞｨｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 

※３ 

宮崎 洋平 取締役 ※２ 

事業開発部 企画本部 

営業企画室 （営業企画部、事業開発部、 

ﾌﾞｯｸｵﾌﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱、ﾌﾞｯｸｵﾌｵ

ﾝﾗｲﾝ㈱） 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室 

ﾌﾞｯｸｵﾌｵﾝﾗｲﾝ㈱ 

ﾌﾞｯｸｵﾌﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 

堀内 康隆 取締役 ※２ 

経営企画部（部長兼任） 管理本部 

IT 統括部 （総務部、経営企画部、IT 統括

部、ｾｰﾙｽ IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ部、経理

部、業務部、人財部、ﾋﾞｰｱｼｽﾄ

㈱） 

ｾｰﾙｽ IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 

上田 宏之 

※１ 

※２ 

ﾌﾞｯｸｵﾌ事業部 

- 

ﾘﾕｰｽ事業部（部長兼任） 

店舗運営戦略部 

店舗支援部 

新店ｻﾎﾟｰﾄ部 ※４ 

※１．上田宏之は平成 24年６月 23日開催予定の定時株主総会の承認をもって取締役に正式決定される予 

定です。 

※２．野津直樹及び小金井真吾は常務執行役員を兼任、宮崎洋平、堀内康隆及び上田宏之は執行役員を

兼任しております。 

※３．平成 24 年４月１日付で、ブックオフメディア株式会社と青山ブックセンター株式会社は合併し、ブラスメ

ディアコーポレーション株式会社へ商号変更される予定です。また、複合事業部と新刊事業部は、ブラ

スメディアコーポレーション株式会社にその業務を移管し、事業を継続いたします。 

※４．平成 24 年４月 1 日付で、店舗改善部を新店サポート部に名称変更いたします。 

 

 

 



執行役員の担当部署（平成 24 年４月１日付） 

氏名 職名 新 旧 

野津 直樹 常務執行役員 ※１ 

経理部 戦略本部 

業務部   

総務部   

労務室   

ﾋﾞｰｱｼｽﾄ㈱   

小金井 真吾 常務執行役員 ※１ 

FC 事業部 営業本部 

海外事業部  

宮崎 洋平 執行役員 ※１ 

事業開発部 企画本部 

営業企画室  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室  

堀内 康隆 執行役員 ※１ 

経営企画部（部長兼任） 管理本部 

IT 統括部  

ｾｰﾙｽ IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ部  

上田 宏之 執行役員 ﾌﾞｯｸｵﾌ事業部 ﾘﾕｰｽ事業部（部長兼任） 

  ﾘﾕｰｽ事業部（部長兼任）   

  店舗運営戦略部   

  店舗支援部   

  新店ｻﾎﾟｰﾄ部 ※４  

保坂 良輔 執行役員 人財部（部長兼任） 教育研修室（部長兼任） 

土橋 武  執行役員  

ﾌﾞﾗｽﾒﾃﾞｨｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱（代

表兼任） ※３ 

新刊事業部（部長兼任） 

複合事業部（部長兼任） 

 ﾌﾞｯｸｵﾌﾒﾃﾞｨｱ㈱（代表兼任） 

 青山ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ㈱（代表兼任） 

有賀 信也 執行役員 

店舗開発部（部長兼任） 店舗開発部（部長兼任） 

㈱ﾋﾞｰ･ｵｰ･ｴﾑ（代表兼任） ㈱ﾋﾞｰ･ｵｰ･ｴﾑ（代表兼任） 

平山 俊介 

ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬ-  

※２  

ﾌﾞｯｸｵﾌｵﾝﾗｲﾝ㈱（代表兼任） 

- 

ﾌﾞｯｸｵﾌﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 

※１．取締役を兼任しております。 

※２．平山俊介は平成 24 年６月 23 日開催予定の定時株主総会後の取締役会において執行役員に正式決

定される予定です。 

※３．平成 24 年４月１日付で、ブックオフメディア株式会社と青山ブックセンター株式会社は合併し、ブラスメ

ディアコーポレーション株式会社へ商号変更される予定です。また、新刊事業部と複合事業部は、ブラ

スメディアコーポレーション株式会社にその業務を移管し、事業を継続いたします。 

※４．平成 24 年４月 1 日付で、店舗改善部を新店サポート部に名称変更いたします。 

 


