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組織変更及び代表取締役等の異動に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び代表取締役等の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。 

 

記 

 

１． 組織変更（平成27年４月１日付） 

 デジタルコンテンツ事業本部を改編し、名称を「オンラインコンテンツ事業本部」といたします。 

ＣＳコンテンツ事業部とアミューズメント事業部を統括する「コンシューマ事業本部」を設置いたします。 

 ※組織図は、別紙の通りです。 

 

２． 代表取締役及び取締役の異動 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

なかやま はるき 

中山 晴喜 
代表取締役会長 兼 社長 CEO 代表取締役会長 CEO 

もとだ しゅういち 

許田 周一 

取締役副会長 執行役員 

コンシューマ事業本部長 
代表取締役社長 執行役員COO 

あおき としのり 

青木 利則 

代表取締役副社長 執行役員 COO 

オンラインコンテンツ事業本部長 

兼 オンラインコンテンツ事業部長 

取締役副社長 執行役員DeptCOO 

デジタルコンテンツ事業本部長 

兼 オンラインコンテンツ事業部長 

まつもと よしあき 

松本 慶明 

常務取締役 執行役員 

音楽映像事業部長 

取締役 執行役員 

音楽映像事業部長 

 

３． 代表取締役の異動の理由 

当社グループの最大注力事業であるオンライン事業の体制強化を図るとともに、更なる業績向上と企業価

値の増大を目指すものであります。 
 
４． 就任予定日 
 平成27年４月１日 

 

５．新任代表取締役の略歴等 

氏 名 

（生年月日） 
略 歴 

所有する 

当社株式数

 

青木 利則 

（昭和46年3月1日） 

平成 ５年 ４月 株式会社セガ・エンタープライゼス 入社 

平成10年 ２月 株式会社セガ･フードワークス 取締役 

平成11年 ７月 株式会社アミューズキャピタル 取締役 

          株式会社アートゥーン 取締役 

 

75,600株 



平成13年 １月 当社入社 社長室長 

平成13年 ６月   株式会社キャビア 取締役 

          当社取締役 社長室長 

平成16年 ６月 当社常務取締役 

平成19年 ６月 当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメ 

ント チーフアドミニストラティブオフィサー 

平成21年 ２月 当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレ 

ジデント 

平成21年 ６月   Marvelous Entertainment USA,Inc. Director 

平成22年 １月 ONE-UP株式会社（現 株式会社ジー・モード）取締役 

平成23年 ２月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法 

人 中山隼雄科学技術文化財団）理事 

平成23年10月 当社取締役 執行役員 コンシューマ事業部長 

平成23年11月 XSEED JK,Inc.（現 Marvelous USA,Inc.）Director 

平成24年 ２月 当社取締役 執行役員 デジタルコンテンツ事業部長 

平成24年 ４月 当社取締役副社長 執行役員 デジタルコンテンツ事業 

部長 

平成25年 ２月 当社取締役副社長 執行役員 デジタルコンテンツ事業 

本部長 

平成25年10月 当社取締役副社長 執行役員 デジタルコンテンツ事業 

本部長 兼 オンラインコンテンツ事業部長 

平成26年 ４月 当社取締役副社長 執行役員DeptCOOデジタルコンテ 

ンツ事業本部長 兼 オンラインコンテンツ事業部長 

（現任） 

所有する当社株式数は、平成26年９月30日現在のものです。 

 
６．役員一覧（平成27年４月１日付） 

氏 名 役 位 委 嘱 業 務 

中山 晴喜 代表取締役会長 兼 社長 CEO  

許田 周一 取締役副会長 執行役員 コンシューマ事業本部長 

青木 利則 代表取締役副社長 執行役員 COO
オンラインコンテンツ事業本部長 

兼 オンラインコンテンツ事業部長 

松本 慶明 常務取締役 執行役員 音楽映像事業部長 

山口 善輝 取締役 執行役員 事業開発室長 

加藤 征一郎 取締役 執行役員 CFO 管理統括本部長 

中村 俊一 取締役（社外）  

久夛良木 健 取締役（社外）  

名子 俊男 常勤監査役  

辻  勇 監査役（社外）  

西  巖 監査役（社外）  

西村 勝彦 監査役（社外）  

 

以 上 



別紙
株式会社マーベラス　組織図（平成27年４⽉１⽇付）
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プロジェクト管理グループ

コンシューマ事業本部

CSコンテンツ事業部 プロデュース部

制作管理部 業務グループ

インフラストラクチャーグループ

オンライン開発グループ

コンシューマ開発グループ

アミューズメント開発グループ

デザイン部 オンラインデザイングループ

コンシューマデザイングループ

アミューズメントデザイングループ
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