
 

 

 

平成 30年 11月 27 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 藤 崎 清 孝 

（コード番号：3964 東証第一部） 

問 合 せ 先 取締役執行役員 

コーポレート部門統括 GM 

 

田 島 伸 和 

（ TEL. 03-6440-2552） 

 

組織の変更、執行役員の選任及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30年 11月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、組織の変更、執行役員の選任及び人事

異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１． 組織変更（平成31年１月１日付） 

 

（１）「事業推進部」を新設 

 各事業部門にて打ち出されるあらゆる戦略に対して、その推進スピードを格段に加速させ、かつ確

実に実行していく事を目的に、下記の 5 事業においてそれぞれ独立した事業推進部を新たに設ける。

各事業推進部では、それぞれ関連する部署や担当者に分散していた推進機能を一元管理して体制強化

するとともに、事業戦略室との連携を図りながら、事業推進の中心的役割を担う。 

 

事業推進部を新設する事業 

オートモビル事業 ／ デジタルプロダクツ事業 ／ モーターサイクル事業 ／ アグリ事業 

／ コンシューマープロダクツ事業 

 

 

（２）「営業戦略室」を新設 

当社の各事業特性を最大限活用した営業戦略の構築を実現し、当社グループ視点での営業力強化を

実現すべく、新たに「営業戦略室」を設ける。「営業戦略室」では、顧客へのプロモーション手法の

追求とノウハウの蓄積、営業効率を最大化する為の仕組みやスキル向上に向けたカリキュラムを構築

するとともに、徹底した PDCA の順守と改善施策の即時対応体制を確立し、営業業務の共通化を推

し進める。なお、決定した営業戦略が遂行されている事、常に手法の改善・改革が実施されている事

を精査する仕組みも当室が構築し、全体のマネージメントをおこなう。 

 

 

 



（３）「新事業領域開発室」を新設 

新事業方針である付加価値型情報流通事業による新領域のビジネス開拓を目指し、新たに「新事業領

域開発室」を設ける。「新事業領域開発室」では、四輪業界における CtoB 領域、物流領域、その他流通

関連領域におけるビジネスの開発・立上げ・推進をおこなう。 

 

 

（４）「システム運用部」を新設 

当社の各事業におけるシステム管理・運用・保守機能を集約し、これまでの実績から蓄積したノウハ

ウに基づく安定的で効率的な体制を強化する事を目的に、新たに「システム運用部」を設ける。「システ

ム運用部」では、グループ視点での整合性の取れたルールを整備し継続的に維持していくとともに、IT

インフラ環境に関する迅速で的確な配備、柔軟性のある基盤構築をおこないながら維持・管理していく。 

 

 

（５）「システム開発部」を「Web システム開発部」に名称変更 

各事業におけるシステムを機能別・サービス別に分類し、部門内の開発体制を明確にする事を目的に、

Web 系システム機能と流通系システム機能を部単位でそれぞれ管理する。これに伴い、現在の「システ

ム開発部」の名称を「Web システム開発部」に変更し、Web 系システムの開発を推進していく。 

 

 

（６）「ICT 事業部」を「流通システム開発部」に名称変更 

上記と同様の考えの下、現在の「ICT 事業部」の名称を「流通システム開発部」に変更し、当社のコ

アシステムであるリアルタイムオークションの安定稼働と新技術導入による顧客視点での利便性向上を

担いながら、流通システム系の開発を推進していく。 

 

 

（７）「医療事業部門」を新設 

事業の拡大に伴い、現在は「新規事業統括部門」にて展開している医療機器ビジネスを新たに「医療

事業部門」として独立させる。これに伴い「新規事業統括部門」配下の「医療機器事業室」を当部門に

移管する。 

 

 

（８）「AM 事業戦略室」および「AM 事業企画室」を統合し「AM 事業戦略企画室」に名称変更 

部門全体の商品サービス戦略、並びに業務改革戦略の立案と実現の為の実施マネージメント、および

関連会社を含めた部門内の予実管理・財務進捗管理機能を集約し、更なる体制強化を推し進める事を目

的に、現在の「AM 事業戦略室」および「AM 事業企画室」を統合する。これに伴い、名称を「AM 事

業戦略企画室」に変更する。 

 

 

 

 

 



（９）「事業推進部」を新設 

事業推進に関する方針の具現化に向け、新たに「事業推進部」を設ける。「事業推進部」では、流通サ

ービスの推進を目的とした各施策の企画立案や利用促進、イベント企画の機能など、商品サービスの推

進を目的とした各施策の企画立案や商品開発、利用促進の機能を集約し、両機能のポテンシャルを最大

限発揮して相乗効果を生み出しながら事業を推進していく。これに伴い、現在の「商品・流通企画部」

については、担う機能を当部へ移管したうえで発展的に解消する。 

なお、現在の「ネットワーク AA 事業部」および「トラック流通推進室」に関しては、業務共通化推

進の観点で体制の抜本的見直しを断行する為、両事業における企画・営業・運営・管理といった各業務

機能を個別に切り出したうえで部門配下の各部署へ移管し、部署としての機能は戦略的に解消する。 

 

 

２．執行役員の選任（平成 31 年１月１日付） 

社長執行役員 藤崎 清孝 

副社長執行役員 藤野 千明 

専務執行役員 藤崎 慎一郎 

常務執行役員 後藤 博文 

 一井 克彦 

 佐藤 俊司 

 田島 伸和 

執行役員 天野 保男 

 大畑 智 

 藤崎 真弘 

グループ執行役員 福田 博介 

 尾崎 進 

 齋藤 康人 

 

 

 

３．人事異動（平成 31年１月１日付） 

氏 名 新役職名 現役職名 

藤崎  清孝 
全部署統括 

商品ｻｰﾋﾞｽ戦略室 GM 
全部署統括 

藤野  千明 

副社長執行役員 

全部署統括 

新規事業統括部門 DM 

新規事業開発部 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 取締役会長 

副社長執行役員 

全部署統括 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 取締役会長 

藤崎 慎一郎 
専務執行役員 

ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 DM 

常務執行役員 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部門 統括 GM 

商品ｻｰﾋﾞｽ戦略室 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 代表取締役社長 



後藤  博文 

常務執行役員 

新事業領域開発室 GM 

㈱AIS 代表取締役社長 

常務執行役員 

ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 統括 GM 

㈱AIS 代表取締役社長 

一井  克彦 

常務執行役員 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部門 DM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 代表取締役社長 

常務執行役員 

新規事業統括部門 統括 GM 

新規事業開発部 統括 GM 

佐藤  俊司 

常務執行役員 

事業統括部門 DM 

営業戦略室 GM 

常務執行役員 

事業統括部門 統括 GM 

田島  伸和 

常務執行役員 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門 DM 

経理部 GM 

執行役員 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門 統括 GM 

経理部 統括 GM 

天野  保男 

執行役員 

IT 開発部門 DM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｲﾋﾞｰｴｽ 代表取締役社長 

執行役員 

IT 開発部門 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｲﾋﾞｰｴｽ 代表取締役社長 

大 畑  智 

執行役員 

ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 VDM 

四輪事業本部 DM 

執行役員 

ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 統括 DGM 

AM 事業戦略室 統括 GM 

四輪事業本部 統括 GM 

流通営業部 統括 GM 

藤崎  真弘 

執行役員 

医療事業部門 DM 

医療機器事業室 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ 代表取締役社長 

新規事業統括部門 医療機器事業室 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ 代表取締役社長 

福田  博介 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ事業本部 DM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ 代表取締役社長 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ事業本部 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ 代表取締役社長 

尾 崎  進 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ｱｸﾞﾘ事業本部 DM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ 代表取締役社長 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ｱｸﾞﾘ事業本部 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ 代表取締役社長 

齋藤  康人 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業本部 DM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 代表取締役社長 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 

ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業本部 統括 GM 

㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 代表取締役社長 

永島  久直 ㈱ｱｲｵｰｸ 取締役会長 

専務執行役員 

全部署統括 

㈱ｱｲｵｰｸ 代表取締役社長 

土屋  貴幸 
総合企画室 GM 

兼 業務共通化改革推進室 GM 

総合企画室 統括 GM 

兼 業務共通化改革推進室 統括 GM 

漆山  正典 
内部監査室 EM 

兼 GM 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門 EM 



阿部  浩治 人事総務部 GM 人事総務部 統括 GM 

齋藤  恵美 人財開発室 GM 人財開発室 統括 GM 

谷口  博樹 経営管理部 GM 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門 統括 DGM 

兼 新規事業統括部門 新規事業管理部 統括 GM 

丸山  速人 IT 開発部門 EM 
IT 開発部門 EM 

兼 統括 DGM 

細渕  健二 ｼｽﾃﾑ管理部 GM ｼｽﾃﾑ管理部 統括 GM 

鈴 木  奨 ｼｽﾃﾑ運用部 GM ICT 事業部 統括 DGM 

飯嶋  純也 
Web ｼｽﾃﾑ開発部 GM 

兼 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ ｺｱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 出向 

ｼｽﾃﾑ開発部 統括 GM 

兼 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ ｺｱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 出向 

黒柳  為之 
流通ｼｽﾃﾑ開発部 GM 

兼 ㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｲﾋﾞｰｴｽ 出向 

ICT 事業部 統括 GM 

兼 ㈱ｵｰｸﾈｯﾄ･ｱｲﾋﾞｰｴｽ 出向 

滝沢  克彦 新規事業管理部 GM ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門 経営管理部 統括 GM 

飯田  直子 AM 事業戦略企画室 GM AM 事業戦略室 統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

湯 川  正 ㈱ｱｲｵｰｸ 出向 ﾈｯﾄﾜｰｸ AA 事業部 統括 GM 

中塩屋 健一 ㈱ｱｲｵｰｸ 出向 内部監査室 統括 GM 

岩浅  雅彦 流通営業部 GM 
流通営業部 営業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

高野  清司 事業推進部 GM 
ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 AM 事業企画室 統括 GM 

西ヶ谷 貴治 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ部 GM 
流通営業部 ﾃﾞｨｰﾗｰ営業東日本ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当 GM 

※DM（Division Manager）/ VDM（Vice Division Manager）/GM（General Manager） 

 DGM（Deputy General Manager）/MGR（Manager） 

 

 

 

以 上 


