2015 年 ３月 31 日
報道関係各位

当社および子会社の組織変更、人事異動に関するお知らせ

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 最高執行責任者（COO）原 康晴）は、
当社、当社の完全子会社であるコロムビア・マーケティング株式会社、コロムビアソングス株式会社におい
て組織変更および人事異動を実施いたしますので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.

日本コロムビア株式会社
（1） 組織変更（2015 年４月 1 日付）
① Ａ＆Ｃ本部レーベル事業部 「ストラテジック・ビジネスユニット」の新設
Ａ＆Ｃ本部レーベル事業部に「ストラテジック・ビジネスユニット」を新設し、当社グループの過去の
資産を最大限に活用した作品群、関連商品群を制作する機能を集約するとともに、レーベル事業
部の各ビジネスユニットとの連携を強化し、アーカイブの活用促進を図っていきます。
② Ａ＆Ｃ本部「コロムビアハウス事業部」の新設
「コロムビアハウス事業部」を新設し、Ａ＆Ｃ本部レーベル事業部の「コロムビアハウス・アニメ」、
「コロムビアハウス・エデュケーショナル」の各ビジネスユニットと「ゲーム制作部」を移管・集約し、
各ユニットのシナジーを高めるとともに、自社ＩＰの開発・獲得や権利の源泉により近い立ち位置で
ビジネスを行うことを目指し、知的財産戦略を強化していきます。
また、これに伴い「ゲーム制作部」を「ゲーム・ビジネスユニット」に改称します。
③ Ａ＆Ｃ本部宣伝統括部を「戦略マーケティング統括部」に改称
宣伝統括部を「戦略マーケティング統括部」に改称し、各ユニットの各種メディアに対する横断的プ
ロモーションならびにキャスティング事業、企業提携および知的財産営業を強化していきます。
これに伴い、「アライアンス部」を「アライアンスビジネス部」、「メディア宣伝部」を「メディアプロモー
ション部」および「デジタル宣伝部」を「Ｗｅｂマーケティング部」に改称します。
また、「エリア宣伝部」を「メディアプロモーション部」に移管・統合します。
④ Ａ＆Ｃ本部 「Ａ＆Ｃ戦略企画室」を「経営戦略室」に移管
フェイス・グループとの連携を全社で推進するため、Ａ＆Ｃ本部「Ａ＆Ｃ戦略企画室」を「経営戦略
室」に移管・統合し、当該組織内に「コーポレートチーム」と、「事業戦略チーム」を新設します。
⑤ 「人事本部」の廃止
「人事本部」を廃止し、人事部は社長直轄組織とします。
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（2） 役員の異動
① 取締役の担当変更（2015 年４月 1 日付）
新役職名
取締役副会長

氏名

現役職名

原 康晴

代表取締役社長
代表取締役副社長

代表取締役社長

兼 人事本部長

吉田 眞市

兼 経営戦略室担当
兼 ゲーム事業担当

取締役最高財務責任者

取締役最高財務責任者

阿部 敏則

兼 財務・管理本部長

原 康晴の取締役副会長への役付変更は 2015 年１月 27 日に発表済みです。
吉田 眞市の代表取締役社長への役付変更は 2015 年１月 27 日に発表済みです。
② 執行役員の担当変更（2015 年４月 1 日付）
新役職名

氏名

現役職名

執行役員 Ａ＆Ｃ本部長

執行役員 Ａ＆Ｃ本部長

兼 レーベル事業部

兼 レーベル事業部

Ａ＆Ｃ第１・ビジネスユニット

水上 真

コロムビアスタジアム・ビジネスユニット

ユニットリーダー

ユニットリーダー

兼 戦略マーケティング統括部長

兼 宣伝統括部長

③ 執行役員の選任（2015 年４月 1 日付）
新役職名

氏名

執行役員 財務・管理本部長

鈴木 千佳代

現役職名

財務・管理本部 副本部長

執行役員
Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部長

北條 真

兼 アニメ・ビジネスユニット

Ａ＆Ｃ本部 副本部長
兼 Ａ＆Ｃ戦略企画室長

ユニットリーダー
執行役員 経営戦略室長
兼 デジタル＆マーケティング戦略推進
プロジェクト プロジェクトリーダー

経営戦略室

兼 Ａ＆Ｃ本部

デジタル戦略推進チーム

戦略マーケティング統括部

山邉 覚

副統括部長

チームリーダー
兼 コロムビア・マーケティング株式会社

兼 Ｗｅｂマーケティング部長

営業本部 デジタルビジネス部長

兼 コロムビア・マーケティング株式会社
デジタル＆ダイレクトマーケティング統括部長
兼 デジタルビジネス部長
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新役職名

氏名

執行役員 Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部長

現役職名
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部

兼 コロムビアインターナショナル・ビジネス

岡野 博行

ユニット ユニットリーダー

コロムビアインターナショナル・ビジネス
ユニット ユニットリーダー

④ 執行役員の辞任（2015 年３月 31 日付）
氏名

現役職名

辞任の理由

執行役員
山野井 眞澄

兼 コロムビア・マーケティング株式会社

一身上の都合による辞任

取締役 ストラテジック本部長
以上により、取締役および執行役員の新体制は以下の通りとなります。（監査役体制に変更はありません）
【取締役体制】

取締役会長

平澤

創

取締役副会長

原

康晴

代表取締役社長

吉田

眞市

取締役最高財務責任者

阿部

敏則

取締役（非常勤）

佐伯

次郎

取締役（社外取締役）

南部

靖之

【執行役員体制】

2.

執行役員 （コロムビア・マーケティング㈱代表取締役社長兼務）

阿部三代松

執行役員 Ａ＆Ｃ本部長

水上

執行役員 財務・管理本部長

鈴木千佳代

執行役員 Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部長

北條

真

執行役員 経営戦略室長

山邉

覚

執行役員 Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部長

岡野

博行

真

コロムビア・マーケティング株式会社
（1） 組織変更（2015 年４月 1 日付）
① 本部の廃止
コロムビアグループの組織再編により、本部組織「営業本部」および「ストラテジック本部」を廃止し
ます。より機動的、効率的に営業力を結集し売り上げの最大化を図るため、「営業本部」の各部を
社長直属へ移管します。
② デジタル＆ダイレクトマーケティング統括部の新設
ユーザーに直接より細やかなマーケティング・販売を行うべく、「デジタル＆ダイレクトマーケティン
グ統括部」を新設します。
これに伴い、当該組織に「デジタルビジネス部」を移管するとともに、「ダイレクトマーケティング部」
を新設します。また、「ダイレクトマーケティング部」に「特販統括部ＣＦＣ部」を移管します。
これにより配信、通販事業の販売機能を集約します。
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（2） 役員の異動（2015 年４月 1 日）
新役職名

3.

氏名

現役職名

代表取締役社長 兼 企画室長

阿部 三代松

取締役 営業本部長

取締役

吉田 眞市

代表取締役社長

コロムビアソングス株式会社
・役員の異動（2015 年４月 1 日付）
新役職名
取締役

氏名
吉田 眞市

現役職名
代表取締役副社長

以 上

■日本コロムビアについて
会社名 ： 日本コロムビア株式会社 （証券コード 6791 東証一部）
所在地 ： 東京都港区虎ノ門４-１-40 江戸見坂森ビル
代表者 ： 代表取締役社長 兼 COO 原 康晴
事業内容 ： ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売および音楽アーティストのマネジメント
資本金 ： 1,000百万円
URL ： http://columbia.jp/
■コロムビア・マーケティングについて
所在地 ： 東京都港区虎ノ門４-１-40 江戸見坂森ビル
代表者 ： 代表取締役社長 吉田 眞市
資本

： 日本コロムビア㈱の完全子会社であります

《本件についてのお問合せ先》
日本コロムビア株式会社
財務・管理本部 管理統括部
Email ： takita_hiroshi@columbia.co.jp
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日本コロムビア株式会社
・人事異動（2015 年４月１日付）
氏名

現職

発令

Ａ＆Ｃ本部 マネジメント事業部
マネジメント第１・ビジネスユニット
土門 義隆

マネジメント事業部長
ユニットリーダー
兼 マネジメント第１・ビジネスユニット
兼 レーベル事業部
ユニットリーダー
Ａ＆Ｃ第１・ビジネスユニット
ユニットリーダー

佐藤 一司

五十嵐 寿也

蔵田 佳隆

Ａ＆Ｃ本部 マネジメント事業部

マネジメント事業部

マネジメント第３・ビジネスユニット

マネジメント第２・ビジネスユニット

ユニットリーダー

ユニットリーダー

Ａ＆Ｃ本部 副本部長

Ａ＆Ｃ本部 エグゼクティヴプロデューサー

Ａ＆Ｃ本部 副本部長
Ａ＆Ｃ本部 エグゼクティヴプロデューサー
兼 マネジメント事業部長
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
井上 勝浩

コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット
ユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
コロムビアレコード・ビジネスユニット
サブユニットリーダー

副事業部長
兼 コロムビアレコード・ビジネスユニット
ユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 マネジメント事業部
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
マネジメント第２・ビジネスユニット
Ａ＆Ｃ第２・ビジネスユニット
ユニットリーダー
清水 直哉

兼 コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット
ユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
渡辺 浩之

副事業部長

サブユニットリーダー
兼 レーベル事業部
コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット
サブユニットリーダー
兼 コロムビアジャパン第２・ビジネスユニット
サブユニットリーダー

兼 コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット
サブユニットリーダー
兼 コロムビアジャパン第２・ビジネスユニット
サブユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 マネジメント事業部
マネジメント第４・ビジネスユニット

片岡 明

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
ユニットリーダー
コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット
兼 レーベル事業部
コロムビアジャパン第１・ビジネスユニット

サブユニットリーダー
サブユニットリーダー

植村 健

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部

コロムビアレコード・ビジネスユニット

コロムビアレコード・ビジネスユニット

プランニングマネージャー

サブユニットリーダー
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氏名

現職

発令
Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
熊田 和生

エデュケーショナル・ビジネスユニット
ユニットリーダー

副事業部長
兼 エデュケーショナル・ビジネスユニット
ユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部
島田 良尚

ゲーム制作部長

ゲーム・ビジネスユニット
ユニットリーダー

八木 仁

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部

Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部

コロムビアハウスアニメ・ビジネスユニット

担当部長

ユニットリーダー

兼 アニメ・ビジネスユニット プロデューサー

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部

谷口 博康

コロムビアハウスアニメ・ビジネスユニット

Ａ＆Ｃ本部 コロムビアハウス事業部

サブユニットリーダー

アニメ・ビジネスユニット サブユニットリーダー

兼 コロムビアハウスエデュケーショナル・

兼 エデュケーショナル・ビジネスユニット

ビジネスユニット

サブユニットリーダー

サブユニットリーダー
Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
中里 順夫

財務・管理本部 計画部 担当部長

ストラテジック・ビジネスユニット
ユニットリーダー
コロムビア・マーケティング株式会社 出向解除

金子 重雄

コロムビア・マーケティング株式会社 出向

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
ストラテジック・ビジネスユニット
サブユニットリーダー
コロムビア・マーケティング株式会社 出向解除
糟谷 宜之

コロムビア・マーケティング株式会社 出向

Ａ＆Ｃ本部 レーベル事業部
ストラテジック・ビジネスユニット
サブユニットリーダー
早坂 昌也

Ａ＆Ｃ本部 宣伝統括部 メディア宣伝部長

Ａ＆Ｃ本部 戦略マーケティング統括部

兼 エリア宣伝部長

メディアプロモーション部長
経営戦略室 コーポレートチーム

村上 淳子

経営戦略室 主任

中村 哲矢

Ａ＆Ｃ本部 Ａ＆Ｃ戦略企画室 担当部長

西嶋 浩

コロムビア・マーケティング株式会社 出向

阿部 慎二

財務・管理本部 計画部 マネージャー

財務・管理本部 計画部 担当部長

神崎 正人

人事本部 人事部長

人事部長

チームリーダー
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経営戦略室 事業戦略チーム
チームリーダー 部長
経営戦略室 事業戦略チーム 担当部長
兼 コロムビア・マーケティング株式会社 出向



コロムビア・マーケティング株式会社
・人事異動（2015 年４月１日付）
氏名

現職

発令

高橋 英基

営業本部 第１マーケティング部長

第１マーケティング部長

太田 茂

営業本部 第２マーケティング部長

第２マーケティング部長

北田 展久

営業本部 第３マーケティング部長

第３マーケティング部長

高橋 浩司

営業本部 第４マーケティング部長

受託営業部長

営業本部 販売促進部長
武藤 克也

森田 寛之

井上 得朗

販売促進部長 兼 商品管理課長
兼 商品管理課長
営業本部 営業統括部長 兼 東京営業部長

営業統括部長 兼 東京営業部長

兼 札幌オフィス長

兼 営業２課長 兼 札幌オフィス長

営業本部 特販統括部長

特販統括部長
デジタル＆ダイレクトマーケティング統括部

ストラテジック本部 副本部長
西嶋 浩

ダイレクトマーケティング部長
兼 ＳＴ第１・ビジネスユニット
兼 日本コロムビア株式会社
ユニットリーダー

中村 彰宏

経営戦略室 事業戦略チーム 担当部長
営業本部 特販統括部
特販統括部 特販営業部長
特販営業部長
直林 広高

営業本部 企画営業グループ長

企画営業グループ長

以 上
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