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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 

 

取締役および監査役の候補者に関するお知らせ 

 

 当社は、2014年 2月 26日開催の取締役会において、2014年 6月下旬に開催予定の第 67期定時株主総

会に付議する取締役候補者および監査役候補者を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 

記 

１．取締役 

１）取締役候補者 

氏名 （よみがな） 現役職（2014年 2月 26日時点） 新任または重任 

湧田 節夫 （わくだ せつお） 代表取締役 社長執行役員 重任 

森本 弘徳 （もりもと ひろのり） 取締役 専務執行役員 重任 

田村 達也 （たむら たつや） 取締役 ※1 重任 ※2 

小林 喜夫巳（こばやし きおみ） 取締役 常務執行役員 重任 

松村 晃行 （まつむら てるゆき） 取締役 常務執行役員 重任 

島崎 憲明 （しまざき のりあき） 取締役 ※1 重任 ※2 

住野 耕三 （すみの こうぞう） パルスター株式会社 代表取締役社長 新任 

小田村 初男（おだむら はつお） 

・日本興亜損害保険株式会社 顧問 

・公益財団法人 

交通事故総合分析センター 理事長 

新任 ※2 

 （※1）会社法第 2条第 15号に定める社外取締役 

 （※2）会社法施行規則第 2条第 3項第 7号に定める社外取締役候補者 

 

  ２）退任予定取締役 

氏名 （よみがな） 現役職（2014年 2月 26日時点） 

経森 康弘 （つねもり やすひろ） 取締役 副社長執行役員 

服部 範雄 （はっとり のりお） 取締役 ※1 

  以上の取締役は、第 67期定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任します。 

 （※1）会社法第 2条第 15号に定める社外取締役 
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２．監査役 

  １）監査役候補者 

氏名 （よみがな） 現役職（2014年 2月 26日時点） 新任または重任 

経森 康弘 （つねもり やすひろ） 取締役 副社長執行役員 新任 

 

  ２）退任予定監査役 

氏名 （よみがな） 現役職（2014年 2月 26日時点） 

井手 秀博 （いで ひでひろ） 監査役 

  以上の監査役は、第 67期定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任します。 

 

 

【ご参考】 

１．新任取締役候補者の略歴 

氏名（よみがな） 住野 耕三 （すみの こうぞう） 

生年月日 1957年 10月 1日 

主な経歴 1984年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

1985年 6月 当社入社 

1995年 2月 商品開発部長 

2000年 6月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 

2002年 6月 
取締役 エグゼクティブ・オフィサー 

人事、総務、法務、情報システム担当 

2003年 10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 

2005年 4月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 

2007年 4月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 

2008年 6月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 

2009年 4月 上席執行役員 商品統括 

2010年 4月 上席執行役員 内部統制担当 

2011年 4月 パルスター株式会社 代表取締役社長（現任） 

 

氏名（よみがな） 小田村 初男 （おだむら はつお） 

生年月日 1949年 11月 9 日 

主な経歴 1972年 4月 警察庁入庁 

1982年 4月 在タイ日本国大使館一等書記官 

1992年 8月 佐賀県警察本部長 

1998年 4月 長野県警察本部長 

1999年 8月 広島県警察本部長 

2001年 9月 近畿管区警察局長 

2002年 4月 警察庁長官官房国際部長 

2004年 1月 皇宮警察本部長 

2006年 1月 警察庁退官 

2006年 2月 警察職員生活協同組合 参与 

2006年 6月 日本興亜損害保険株式会社 顧問（現任） 

2006年 6月 財団法人都市防犯研究センター 専務理事 

2008年 12月 
財団法人交通事故総合分析センター 理事長（現任） 

［現 公益財団法人交通事故総合分析センター］ 
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 ２．新任監査役候補者の略歴 

氏名（よみがな） 経森 康弘 （つねもり やすひろ） 

生年月日 1952年 3月 22 日 

主な経歴 1977年 4月 株式会社商店設計入社 

1978年 3月 
大豊産業株式会社入社 

［現 株式会社オートバックスセブン］ 

1995年 2月 中部地域運営部長 

2000年 6月 取締役 商品本部長 

2002年 6月 エグゼクティブ・オフィサー 商品戦略担当 

2003年 6月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 商品戦略推進担当 

2004年 6月 取締役 Co-COO トータルカーライフ事業戦略推進統括 

2006年 4月 取締役 

2008年 6月 取締役 副社長執行役員 戦略機能統括 兼 海外事業統括 

2008年 12月 
取締役 副社長執行役員 戦略機能統括  

兼 海外事業統括 兼 商品戦略統括 

2009年 4月 
取締役 副社長執行役員 システム・総務統括  

兼 海外事業統括 兼 車販売事業統括 

2010年 4月 
取締役 副社長執行役員 チェン副本部長  

兼 経理・財務統括 兼 経理・財務担当 

2011年 4月 
取締役 副社長執行役員 チェン副本部長  

兼 経理・財務統括 兼 海外事業統括 兼 海外事業担当 

2012年 4月 取締役 副社長執行役員 チェン副本部長（現任） 

 

３．新監査役体制 

第 67期定時株主総会終結後の当社の監査役体制は、次のとおりとなる予定です。 

氏名 （よみがな） 現役職（2014年 2月 26日時点） 現任または新任 

清原 敏樹 （きよはら としき） 監査役 （常勤） ※3 現任 ※3 

池永 朝昭 （いけなが ともあき） 監査役 ※3 現任 ※3 

坂倉 裕司 （さかくら ゆうじ） 監査役 ※3 現任 ※3 

経森 康弘 （つねもり やすひろ） 取締役 副社長執行役員 新任 

  （※3）会社法第 2条第 16号に定める社外監査役 

 

 

以上 


