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2022年 1月 31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 小林 喜夫巳 

[コード番号  9832 東証第一部] 

問い合わせ先 広報･IR部長 黒沢 康孝 

       TEL 03-6219-8787 

 

組織変更と人事異動のお知らせ 

 

当社は、2022 年 1 月 31 日開催の取締役会において、下記の通り、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.組織変更の目的 

2022年度経営体制につき、以下の 3つを主目的として改編を行う。 

(1) 国内オートバックス事業の小売強化のための体制整備 

(2) 持続可能性を軸にした取り組みの拡充と新たな事業機会の創出 

(3) 事業推進体制の見直しと最適化 

 
2.組織体制の変更（2022年 4月 1日付） 

1)組織に関する変更 

(1)国内オートバックス事業の体制整備 

 ①「チェン管理部」および「店舗開発部」を「オートバックス事業企画担当」管下とする。 

 ②「A PIT AUTOBACS担当」管下の「A PIT AUTOBACS推進プロジェクト」を「A PIT AUTOBACS

推進部」として新設する。 

③「関東事業部」の管下に「関東営業企画部」を新設し、「関東事業部」の機能を移管す

る。 

④「南日本事業部」の管下に「南日本営業企画部」を新設し、「南日本事業部」の機能を移

管する。 

 

 (2)新たな事業機会の創出 

⑤中長期的な「持続可能性」を重視し、ビジネスの成長とともに、環境・社会・ガバナンス

を両立して企業経営を変革させていくため、サステナビリティ・トランスフォーメーショ

ン（SX）にかかる計画立案と推進を行う「SX事業推進部」を、社長執行役員管下に新設す

る。 
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 (3)事業推進体制の最適化 

⑥「マーケティング戦略部」を「社長室・事業企画担当」管下とする。 

⑦「人事企画部」を「人事部」に名称変更する。 

⑧「人事部」を「D&I 推進部」に名称変更する。 

⑨「流通管理部」を「流通企画部」に名称変更する。 

  ⑩「フリートビジネス推進部」を「フリート事業推進部」に名称変更する。 

  ⑪「ICT プラットフォーム推進部」は、「SX事業推進部」および「オンラインアライアンス

事業開発部」に業務の一部を移管し、廃止する。 

 

 

【組織変更要約】 

（１）国内オートバックス事業の体制整備 

 新部門 現部門 変更内容 

①  
チェン管理部 同左 

担当執行役員変更 
店舗開発部 同左 

②  A PIT AUTOBACS 推進部 －  新設 

③  関東営業企画部 － 新設 

④  南日本営業企画部 － 新設 

 

（２）新たな事業機会の創出 

 新部門 現部門 変更内容 

⑤ SX 事業推進部 － 新設 

 

（３）事業推進体制の最適化 

 新部門 現部門 変更内容 

⑥ マーケティング戦略部 同左 担当執行役員変更 

⑦ 人事部 人事企画部 名称変更 

⑧ D&I 推進部 人事部 名称変更 

⑨ 流通企画部 流通管理部 名称変更 

⑩ フリート事業推進部 フリートビジネス推進部 名称変更 

⑪ － ICTプラットフォーム推進部 一部機能移管後廃止 

 

 

2)執行担当分野に関する変更 

①「オートバックス事業企画・営業統括」を「オートバックス事業企画統括」と「営業統

括」に分割する。 

②「オートバックス事業管理担当」の機能を「オートバックス事業企画担当」に統合する。 

③「マーケティング担当」の機能を「社長室・事業企画担当」に統合する。 

④「IT戦略担当」を「IT戦略・DX戦略担当」へ名称変更する。 

⑤「BtoB事業担当」を「ホールセール事業担当」と「フリート事業担当」に分割する。 
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上記変更内容を要約すると以下の通りです。 

 

新役職 現役職 変更内容 

①  
オートバックス事業企画統括 

オートバックス事業企画・営業統括 分割 
営業統括 

②  オートバックス事業企画 
オートバックス事業企画 

統合 
オートバックス事業管理担当 

③  社長室・事業企画担当 
社長室・事業企画担当 

統合 
マーケティング担当 

④  IT 戦略・DX 戦略担当 IT 戦略担当 名称変更 

⑤  
ホールセール事業担当 

BtoB 事業担当 分割 
フリート事業担当 

 

 

3.人事異動（2022 年 4 月 1 日付） 

氏 名 新     職 現     職 

堀井 勇吾 

取締役 専務執行役員 

オートバックス事業企画統括 兼  

社長室・事業企画担当 

取締役 専務執行役員 

オートバックス事業企画・営業統括 兼  

社長室・事業企画担当 

熊倉 栄一 

取締役 専務執行役員 

商品・サービス統括 兼  

ホールセール事業担当 

取締役 専務執行役員 

商品・サービス統括 兼 カー用品担当 

藤原 伸一 
取締役 専務執行役員 

営業統括 兼 関東事業部長 

取締役 専務執行役員 

関東事業部長 

北條 和重 
執行役員 流通・品質管理・立地開発担当 

兼 流通企画部長 

執行役員 流通・品質管理・立地開発担当 

兼 オートバックス事業管理担当 兼  

立地開発部長 

平賀 則孝 執行役員 人事・総務・法務担当 
執行役員 人事・総務・法務担当 兼  

人事企画部長 

小曽根 憲 執行役員 ライフスタイル事業担当 
執行役員 マーケティング担当 兼  

ライフスタイル事業担当 

山添 龍太郎 
執行役員 A PIT AUTOBACS担当 兼  

A PIT AUTOBACS 推進部長 

執行役員 A PIT AUTOBACS担当 兼 

A PIT AUTOBACS 推進プロジェクトマネジ

ャー 

北川 幸弘 
執行役員 フリート事業担当 兼  

フリート事業推進部長 

執行役員 BtoB 事業担当   

兼 ホールセール事業推進部長 

則末 修男 執行役員 IT 戦略・DX 戦略担当 
執行役員 IT 戦略担当 兼  

オンラインアライアンス事業担当 

上久保 実 執行役員 カー用品担当 

株式会社オートバックス南日本販売  

取締役 南海カンパニー社長 兼  

香川カンパニー社長 
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氏 名 新     職 現     職 

細谷 賢一 
執行役員 オンラインアライアンス事業

担当 兼  ネット事業推進部長 
ネット事業推進部長 

冨樫 隆男 関東営業企画部長 関東事業部 課長 

武田 道明 東京・千葉営業部長 カーライフ商品部長 

品田 陽一 甲信越営業部長 甲信越営業部 課長 

平井 真由 南日本営業企画部長 南日本事業部 課長 

近藤 涼 商品戦略部長 商品戦略部 課長 

鈴木 宏策 タイヤ・ホイール・スポーツ商品部長 タイヤ・ホイール・スポーツ商品部 課長 

座間 拓郎 カーライフ商品部長 カーライフ商品部 課長 

高塚 英仁 内部監査部長 内部監査部 課長 

遠藤 哲夫 人事部長 総務部長 

佐古 由美子 D&I 推進部長 人事部長 

山﨑 徹 総務部長 甲信越営業部長 

溝口 直樹 立地開発部長 立地開発部 課長 

河口 洋一 ホールセール事業推進部長 中部事業部 課長 

稲木 隆文 SX 事業推進部長 業態開発部 課長 

以上 
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東海営業部

阪和・京滋奈良営業部

播磨・山陰営業部

中国営業部

北陸営業部

北海道営業部

東京・千葉営業部

北関東営業部

甲信越営業部

東北営業部

神奈川・静岡営業部

中部事業部

南日本事業部

A PIT AUTOBACS 
SHINONOME

D&I推進部

人事部

店舗オペレーション開発部

総務部

オンラインアライアンス
事業開発部

DX戦略部

メンテナンス商品部

九州営業部

GORDON MILLER
事業推進部

ライフスタイル
事業推進部

商品戦略部

ARTAスポーツ
事業推進部 C@RS推進部

保険推進部
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法務部

SX事業推進部

関東営業企画部

南日本営業企画部

BACS BASE推進PJ


