
１/６ 

 

2022年 12月 26日 

各 位 

 

会社名   株式会社オートバックスセブン 

代表者名  代表取締役 社長執行役員 堀井 勇吾 

（コード：9832 東証プライム市場） 

問合せ先  広報・IR部長 黒沢 康孝  

（TEL 03-6219-8787） 

 

 

経営執行体制の変更（執行役員制度の廃止と事業統括の新設）および 

組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は 2022 年 12 月 26 日開催の取締役会にて、下記のとおり経営執行体制の変更（執行役員制度の廃

止と事業統括の新設）を決議しましたのでお知らせいたします。また、この変更に伴う 2023 年度の組織

変更・人事異動についてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．経営執行体制の変更について 

当社は、自動車産業が大きな変革期を迎え、社会、クルマ、人のくらしと共にお客様のニーズも

大きな変化が予想される経営環境の中、経営のスピードを上げ、カー用品事業を進化させつつ様々

な領域に挑戦し、新たな機会を捉えていくための変革に取り組んでいます。 

しかし、経営環境の変化は極めて速くお客様のニーズはますます多様化していることから、各事

業同士の有機的な結びつきによる価値創造と、迅速で的確な意思決定により、変革をさらに加速さ

せることを目的に、以下のとおり経営執行体制の変更を行います。 

 

＜目的＞ 

意思決定および企業変革のスピード向上 

 

＜変更内容＞  

① 執行役員制度を廃止し、事業ポートフォリオ運営を強化する。 

② 各事業に責任を持つ事業統括を新設する。 

※事業統括は戦略的事業単位ごとに配置し、全社戦略の観点から各事業を有機的に結びつけ、

全社戦略を推進する役割を担う。 

 

経営執行体制に関する変更、部門組織に関する変更、人事異動の内容は以下のとおりです。 
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２．経営執行体制に関する変更（2023年４月１日付） 

＜新設＞ 

①「東日本営業統括」を新設し、「北日本事業部」および「関東事業部」を管掌する。 

②「西日本営業統括」を新設し、「中部事業部」、「関西事業部」、「南日本事業部」を管掌する。 

③「カートレーディング事業統括」を新設し、「車検・サービス・C@RS 担当」の車買取・販売

（C@RS）機能を移管し、独立事業化する。 

④「ファイナンス事業統括」を新設し、㈱オートバックスフィナンシャルサービスを管掌する。 

⑤「プロパティデベロップメント事業統括」を新設し、「オートバックス事業企画担当」の店舗開

発機能と「流通・立地開発担当」の立地開発機能を移管し、独立事業化する。 

 

＜廃止＞ 

⑥「オートバックス事業企画担当」を廃止し、当該領域はオートバックスチェン本部長が管掌する。 

⑦「A PIT AUTOBACS担当」を廃止し、当該領域はオートバックスチェン本部長が管掌する。 

⑧「カー用品担当」と「車検・サービス・C@RS 担当」を廃止し、カー用品・車検・サービス機能

は「商品・サービス統括」が管掌する。 

⑨「流通・立地開発担当」を廃止し、流通機能は社長が管掌する。 

 

＜変更＞ 

⑩「海外事業担当」を「海外事業統括」とする。 

⑪「ホールセール事業担当」を「ホールセール事業統括」とする。 

⑫「フリート事業担当」を「フリート事業統括」とする。 

⑬「オンラインアライアンス事業担当」を「オンラインアライアンス事業統括」とする。 

⑭「ライフスタイル事業担当」を「ブランド事業統括」とする。 

⑮「ディーラー事業担当」を「ディーラー事業統括」とする。 

⑯「経営企画担当」を「コーポレート統括」とする。 

⑰「経理・財務・広報・IR担当」を「管理統括」とする。   

⑱「IT戦略・DX戦略担当」を「IT・DX統括」とする。 

 

 

 

上記内容を要約すると以下のとおりです。          ＊表中の下線は当該管掌移管の対象外 

 新体制 現体制 内容 

① 東日本営業統括 － 新設 

② 西日本営業統括 － 新設 

③ カートレーディング事業統括 車検・サービス・C@RS担当 新設・管掌移管 

④ ファイナンス事業統括 － 新設 

⑤ プロパティデベロップメント事業統括 オートバックス事業企画担当 新設・管掌移管 

流通・立地開発担当 

⑥ オートバックスチェン本部長 オートバックス事業企画担当 階層廃止 

⑦ オートバックスチェン本部長 A PIT AUTOBACS担当 階層廃止 
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 新体制 現体制 内容 

⑧ 商品・サービス統括 カー用品担当 階層廃止・管掌移管 

車検・サービス・C@RS担当 

⑨ 社長 流通・立地開発担当 階層廃止・管掌移管 

⑩ 海外事業統括 海外事業担当 変更 

⑪ ホールセール事業統括 ホールセール事業担当 変更 

⑫ フリート事業統括 フリート事業担当 変更 

⑬ オンラインアライアンス事業統括 オンラインアライアンス事業担当 変更 

⑭ ブランド事業統括 ライフスタイル事業担当 変更 

⑮ ディーラー事業統括 ディーラー事業担当 変更 

⑯ コーポレート統括 経営企画担当 変更 

⑰ 管理統括 経理・財務・広報・IR担当 変更 

⑱ IT・DX統括 IT戦略・DX戦略担当 変更 

 

 

３．部門組織に関する変更（2023年４月１日付） 

＜統合＞  

①「オートバックス事業企画部」、「店舗オペレーション開発部」、「業態開発部」、「チェン管理部」

を統合し、部門名称を「オートバックス事業戦略部」とする。 

②「マーケティング戦略部」を「販売促進部」に統合する。 

③「ライフスタイル事業推進部」、「GORDON MILLER事業推進部」、「ARTAスポーツ事業推進部」を統

合し、「ブランドビジネス商品部」と「ブランドビジネス営業部」に再編成する。 

④「立地開発部」と「店舗開発部」を統合し、「デベロップメント企画部」と「デベロップメント

事業運営部」に再編成する。 

⑤「事業開発部」を「経営企画部」に統合する。 

⑥「品質管理部」を「総務部」に統合する。 

 

＜変更＞ 

⑦「A PIT AUTOBACS SHINONOME」を「A PIT AUTOBACS 推進部」の配下に移管する。 

⑧「BACS BASE推進プロジェクト」を「車検・サービス・C@RS担当」から「オートバックスチェン

本部長」の配下に変更する。 

⑨「関東営業企画部」を「東日本営業企画部」に名称を変更し、「関東事業部長」から「東日本営

業統括」の配下に変更する。 

⑩「阪和・京滋奈良営業部」を「阪奈和営業部」に名称を変更する。 

⑪「播磨・山陰営業部」を「播磨京滋営業部」に名称を変更する。 

⑫「南日本営業企画部」を「西日本営業企画部」に名称を変更し、「南日本事業部長」から「西日

本営業統括」の配下に変更する。 

⑬「商品戦略部」を「商品企画部」に名称を変更する。 
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上記内容を要約すると以下のとおりです。 

 新部門 現部門 変更内容 

① オートバックス事業戦略部 オートバックス事業企画部 統合・名称変更 

店舗オペレーション開発部 

業態開発部 

チェン管理部 

② 販売促進部 販売促進部 統合 

マーケティング戦略部 

③ ブランドビジネス商品部 

ブランドビジネス営業部 

ライフスタイル事業推進部 統合・再編成 

GORDON MILLER事業推進部 

ARTAスポーツ事業推進部 

④ デベロップメント企画部 

デベロップメント事業運営部 

立地開発部 統合・再編成 

店舗開発部 

⑤ 経営企画部 経営企画部 統合 

事業開発部 

⑥ 総務部 総務部 統合 

品質管理部 

⑦ － A PIT AUTOBACS SHINONOME 移管 

⑧ BACS BASE推進プロジェクト 

管掌：オートバックスチェン本部長 

BACS BASE推進プロジェクト 

管掌：車検・サービス・C@RS担当 

管掌変更 

⑨ 東日本営業企画部 

管掌：東日本営業統括 

関東営業企画部 

管掌：関東事業部長 

名称変更・管掌変更 

⑩ 阪奈和営業部 阪和・京滋奈良営業部 名称変更 

⑪ 播磨京滋営業部 播磨・山陰営業部 名称変更 

⑫ 西日本営業企画部 

管掌：西日本営業統括 

南日本営業企画部 

管掌：南日本事業部長 

名称変更・管掌変更 

⑬ 商品企画部 商品戦略部 名称変更 

 

４．人事異動（2023年４月１日付） 

氏名 新職 現職 

堀井 勇吾 代表取締役 社長  

オートバックスチェン本部長 

代表取締役 社長執行役員  

オートバックスチェン本部長 

熊倉 栄一 専務取締役  

ホールセール事業統括 

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 

藤原 伸一 専務取締役  

営業統括 兼 東日本営業統括 

取締役 専務執行役員 営業統括 兼 関

東事業部長 

池田 知明 取締役  

管理統括 

取締役 執行役員 

経理・財務・広報・IR担当 

佐々木 勝 プロパティデベロップメント事業統括 常務執行役員 関西事業部長 

吉山 弘樹 ディーラー事業統括 常務執行役員 ディーラー事業担当 
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氏名 新職 現職 

倉林 真也 カートレーディング事業統括 兼 ファ

イナンス事業統括 兼 BACS BASE推進プ

ロジェクトマネジャー 

常務執行役員 車検・サービス・C@RS 担

当 兼 BACS BASE推進プロジェクトマネ

ジャー 

西川 征宏 西日本営業統括 常務執行役員 南日本事業部長 

平賀 則孝 コーポレート統括 執行役員 経営企画担当 

小曽根 憲 ブランド事業統括 執行役員 ライフスタイル事業担当 

北村 敏雄 海外事業統括 兼 海外事業推進部長 執行役員 海外事業担当 

北川 幸弘 フリート事業統括 兼 フリート事業推

進部長 

執行役員 フリート事業担当 兼 フリー

ト事業推進部長 

則末 修男 IT・DX統括 執行役員 IT戦略・DX戦略担当 

上久保 実 商品・サービス統括 執行役員 カー用品担当 

細谷 賢一 オンラインアライアンス事業統括 兼 

ネット事業推進部長 

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 

湊川 満也 中部事業部長 執行役員 中部事業部長 

古田 寛之 北日本事業部長 執行役員 北日本事業部長 

稲葉 学雄 関東事業部長 北関東営業部長 

田中 淳介 関西事業部長 株式会社オートバックス南日本販売 

取締役 福岡カンパニー社長 

金子 政義 南日本事業部長 株式会社オートバックス南日本販売 

取締役 熊本カンパニー社長 

吉澤 剛 オートバックス事業戦略部長 業態開発部長 

山添 龍太郎 A PIT AUTOBACS推進部長 執行役員 A PIT AUTOBACS担当 兼  

A PIT AUTOBACS推進部長 

冨樫 隆男 東日本営業企画部長 関東営業企画部長 

武 泰広 北海道営業部長 C@RS推進部長 

伊東 一 神奈川・静岡営業部長 播磨・山陰営業部 課長 

加藤 洋幸 北関東営業部長 A PIT AUTOBACS SHINONOMEゼネラルマ

ネジャー 

浅野 光昭 北陸営業部長 北陸営業部 課長 

高松 宏治 東海営業部長 マーケティング戦略部長 

丸山 紀彦 阪奈和営業部長 北陸営業部長 

福永 貴之 播磨京滋営業部長 保険推進部長 

平井 真由 西日本営業企画部長 南日本営業企画部長 

近藤 涼 商品企画部長 商品戦略部長 

仲西 桂 メンテナンス商品部長 チェン管理部長 

久保田 久光 車検・サービス推進部長 阪和・京滋奈良営業部長 

吉井 浩二 保険推進部長 株式会社オートバックス南日本販売 

取締役 愛媛カンパニー社長 

城戸 明 ブランドビジネス商品部長 ライフスタイル事業推進部長 兼 ARTA

スポーツ事業推進部長 
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氏名 新職 現職 

中谷 慎吾 ブランドビジネス営業部長 GORDON MILLER事業推進部長 

知脇 哲也 C@RS推進部長 車検・サービス推進部長 

福原 年広 デベロップメント企画部長 執行役員 オートバックス事業企画担当 

兼 オートバックス事業企画部長 

黒沢 康孝 デベロップメント事業運営部長 広報・IR部長 

大木 勝仁 経理・財務部長 事業開発部長 

中野 潤 広報・IR部長 経営企画部 課長 

遠藤 哲夫 人事部長 兼 総務部長 人事部長 

北條 和重 流通企画部長 執行役員 流通・立地開発担当 兼 流通

企画部長 

 

以上 



株
主
総
会

取
締
役
会

監
査
等
委
員
会

監
査
等
委
員
会
室

法務部

広報・IR部

ＩＴ戦略部

内部監査部

経理・財務部

ネット事業推進部

海外事業推進部

BACS BASE推進PJ

タイヤ・ホイール・スポーツ
商品部

メンテナンス商品部

カーエレクトロニクス
商品部

車検・サービス推進部

オートバックス事業
戦略部

流通企画部

フリート事業推進部

ホールセール事業推進部

関西事業部

関東事業部

北日本事業部

販売促進部

東海営業部

阪奈和営業部

播磨京滋営業部

中国営業部

北陸営業部

北海道営業部

東京・千葉営業部

甲信越営業部

北関東営業部

東北営業部

神奈川・静岡営業部

中部事業部

南日本事業部

東日本営業企画部

D&I推進部

人事部

A PIT AUTOBACS
推進部

総務部

オンラインアライアンス
事業開発部

DX戦略部

カーライフ商品部

九州営業部

ブランドビジネス営業部

ブランドビジネス商品部

商品企画部

C@RS推進部

保険推進部

2023年４月１日付

経営企画部

カーライフサポート
センター

2023年度 組織図

SX事業推進部

西日本営業企画部

デベロップメント
事業運営部

デベロップメント企画部


	(32clean)_経営執行体制の変更(執行役員制度の廃止と統括の新設)および組織変更・人事異動に関するお知らせ 
	組織図のみ

