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平成22年２月15日 

各  位 

会 社 名 コーエーテクモホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  松  原  健  二 

（コード番号 3635 東証第一部） 

問合せ先 執 行 役 員 C F O  浅  野  健 二 郎 

（TEL 045-562-8111） 
 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成22年４月１日付にて、下記の通り組織変更及び人事異動を実施いたしますので、お知

らせいたします。 

また、同日付にてグループの主要な事業会社である株式会社コーエーテクモゲームス、株式会社コ

ーエーテクモウェーブ、株式会社コーエーテクモネットにおける組織・人事体制を下記のとおりとい

たしますので、お知らせいたします。 

記 

 

１．コーエーテクモホールディングス株式会社（平成22年４月１日付） 

（１）組織変更 

① 管理本部を新設する。 

② 情報システム部を新設する。 

※添付「コーエーテクモグループ主要事業会社組織図(平成22年４月１日付)」をご参照下さい。 

 

（２）執行役員 

新役職名 氏名 旧役職名 

専務執行役員CFO 

管理本部長 

浅野 健二郎 執行役員CFO 

執行役員 

管理本部副本部長 

兼 人事部長 

原 毅 執行役員 

人事部長 

執行役員 

管理本部 

情報システム部長 

保坂 正敏 執行役員 

 

 

２．株式会社コーエーテクモゲームス（平成22年４月１日付） 

（１）組織 

添付「コーエーテクモグループ主要事業会社組織図(平成22年４月１日付)」をご参照下さい。 

 

（２）取締役及び監査役 

役職名 氏名 現役職名 

代表取締役会長 

マーケティング本部長 

兼 業務部長 

伊従 勝 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー代表取締役会長CEO 

テクモ㈱執行役員 

㈱コーエーネット取締役会長 

代表取締役社長 松原 健二 コーエーテクモホールディングス㈱代表取締役社長

㈱コーエー代表取締役社長 

テクモ㈱取締役 

㈱コーエーネット取締役 
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役職名 氏名 現役職名 

専務取締役 

ソフトウェア事業部長 

兼 ソフトウェア開発本部長 

杉山 芳樹 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー専務取締役執行役員 

テクモ㈱執行役員 

専務取締役 

ネットワーク事業部長 

小林 伸太郎 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー取締役 

テクモ㈱執行役員 

㈱コーエーネット代表取締役社長 

取締役 阪口 一芳 コーエーテクモホールディングス㈱取締役

㈱コーエー取締役 

テクモ㈱代表取締役社長 

テクモウェーブ㈱代表取締役社長 

監査役 長田 延孝 コーエーテクモホールディングス㈱常勤監査役

テクモ㈱監査役 

監査役 森島 悟 コーエーテクモホールディングス㈱常勤監査役

㈱コーエー常勤監査役 

監査役 松井 美義 ㈱コーエー監査役 

 
（３）執行役員 

役職名 氏名 現役職名 

常務執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 
兼 ソフトウェア開発本部副本部長

鈴木 亮浩 ㈱コーエー常務執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 

テクモ㈱執行役員 
常務執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 

鯉沼 久史 ㈱コーエー常務執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 

テクモ㈱執行役員 
執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 
兼 ソフトウェア事業推進部長 

阿久津 透 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー執行役員 
テクモ㈱執行役員 
ゲーム事業統括副本部長 
ゲーム事業推進担当 

執行役員 猪瀬 祥希 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー執行役員 
テクモ㈱執行役員 
ゲーム事業統括副本部長 
ゲーム事業支援担当 

執行役員 小川 亨 ㈱コーエー執行役員 

執行役員 
ソフトウェア開発本部 
技術支援部長 
兼 海外開発部長 

佐野 尚樹 ㈱コーエー執行役員 

執行役員 

ソフトウェア開発本部 

CG部長 

守口 寛 ㈱コーエー執行役員 

執行役員 小笠原 賢一 ㈱コーエー 
ソフトウェア事業部ソフトウェア１部シニアマネジャー

執行役員 
ソフトウェア事業部副事業部長 

菊地 啓介 テクモ㈱ 
ゲーム事業統括副本部長 
ゲーム事業開発担当 

 
 



 - 3 -

役職名 氏名 現役職名 

執行役員 早矢仕 洋介 テクモ㈱ 

Team NINJAチームリーダー 

執行役員 
グローバル事業部長 

小林 英聖 ㈱コーエー 
ソフトウェア事業部事業推進部長

テクモ㈱ 
国際事業部副事業部長 

執行役員 
ネットワーク事業部副事業部長 

藤重 和博 ㈱コーエー 
ネットワーク事業部副事業部長シニアマネジャー

 
（４）部長 

役職名 氏名 現役職名 

ネットワーク事業部 

ネットワーク事業推進部長 

渥美 貴史 ㈱コーエー 

 ネットワーク事業部オンラインサービス部長

ネットワーク事業部 

カスタマーサポート部長 

兼 システム開発部長 

寺井 貴俊 ㈱コーエー 

 ネットワーク事業部カスタマーサポート部長

 兼 システム開発部長 

ソフトウェア開発本部 

サウンド制作部長 

粟野 敏和 ㈱コーエー 

 ソフトウェア事業部BGM部長 

ソフトウェア開発本部 

出版部 

石黒 映 ㈱コーエー 

 ソフトウェア事業部出版部長 

マーケティング本部副本部長 小牧 克己 ㈱コーエー 

 会長付 

マーケティング本部 

宣伝部長 

志村 宏 ㈱コーエー 

 SP本部副本部長 

 兼 宣伝部長 

マーケティング本部 

デザイン部長 

堀内 学 ㈱コーエー 

 SP本部デザイン部長 

マーケティング本部 

品質管理部長 

松浦 和子 ㈱コーエー 

 品質管理部長 

監査部長 大野 雅良 ㈱コーエー 

 監査部長 

 
 
３．株式会社コーエーテクモウェーブ（平成22年４月１日付） 

（１）組織 

添付「コーエーテクモグループ主要事業会社組織図(平成22年４月１日付)」をご参照下さい。 

 

（２）取締役及び監査役 

役職名 氏名 現役職名 

代表取締役社長 阪口 一芳 コーエーテクモホールディングス㈱取締役

㈱コーエー取締役 
テクモ㈱代表取締役社長 
テクモウェーブ㈱代表取締役社長 

専務取締役 浅野 健二郎 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員CFO

㈱コーエー専務取締役執行役員CFO

取締役 原 毅 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー執行役員 
テクモ㈱取締役 
テクモウェーブ㈱取締役 
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役職名 氏名 現役職名 

取締役 松原 健二 コーエーテクモホールディングス㈱代表取締役社長

㈱コーエー代表取締役社長 
テクモ㈱取締役 
㈱コーエーネット取締役 

取締役 小林 伸太郎 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー取締役 
テクモ㈱執行役員 
㈱コーエーネット代表取締役社長 

取締役 
アミューズメント事業部長 
兼 営業部長 

原尾 宏次 コーエーテクモホールディング㈱執行役員

㈱コーエー執行役員 
テクモ㈱執行役員SP事業統括 

取締役 
メディア・ライツ事業部長 
兼 事業推進部長 

真保 安一郎 ㈱コーエー執行役員メディア事業部長

テクモ㈱執行役員 

監査役 山本 千臣 コーエーテクモホールディングス㈱監査役

テクモウェーブ㈱常勤監査役 
監査役 尾辻 七郎 テクモウェーブ㈱監査役 

監査役 石村 曜 テクモ㈱常勤監査役 
テクモウェーブ㈱監査役 

 
（３）部長 

役職名 氏名 現役職名 

メディア・ライツ事業部 

制作部長 

兼 ライツ部長 

中西 寛 ㈱コーエー 

メディア事業部サウンドウェア部長

SP事業部長 

兼 営業部長 

初見 和則 テクモ㈱ 

 SP事業部SP営業部長 

SP事業部副事業部長 

兼 開発２部長 

蔵方 徹 ㈱コーエー 

 ソフトウェア事業部ソフトウェア１部シニアマネジャー

SP事業部 

開発１部長 

坂内 信行 テクモ㈱ 

 SP事業部SP開発部長 

 
 
４．株式会社コーエーテクモネット（平成22年４月１日） 

（１）組織 

添付「コーエーテクモグループ主要事業会社組織図(平成22年４月１日付)」をご参照下さい。 

 

（２）取締役及び監査役 

役職名 氏名 現役職名 

取締役会長 小林 伸太郎 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー取締役 
テクモ㈱執行役員 
㈱コーエーネット代表取締役社長 

代表取締役社長 福井 清之助 ㈱コーエー執行役員 
 グローバル事業部長 
 兼 ライツ事業部長 

取締役 阪口 一芳 コーエーテクモホールディングス㈱取締役

㈱コーエー取締役 
テクモ㈱代表取締役社長 
テクモウェーブ㈱代表取締役社長 



 - 5 -

 
役職名 氏名 現役職名 

取締役 松原 健二 コーエーテクモホールディングス㈱代表取締役社長

㈱コーエー代表取締役社長 
テクモ㈱取締役 
㈱コーエーネット取締役 

取締役 阿久津 透 コーエーテクモホールディングス㈱執行役員

㈱コーエー執行役員 
テクモ㈱執行役員 
ゲーム事業統括副本部長 
ゲーム事業推進担当 

監査役 鳥居 勉 ㈱コーエー監査役 
㈱コーエーネット監査役 

 
（３）部長 

役職名 氏名 現役職名 

営業１部長 橋本 巻二 営業１部長 

営業２部長 
兼 商品部長 

角谷 雅幸 営業２部長 
兼 商品部長 

監査部長 町田 眞美 監査部長 

 
 
５．添付資料 
（１）コーエーテクモグループ主要事業会社組織図（平成22年４月１日付） 

（２）コーエーテクモグループ主要人事について 

 
以 上 



添付資料（１） 平成22年2月15日

コーエーテクモグループ主要事業会社組織図(平成22年4月1日付)

海外開発子会社　6社

ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ開発
ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ・ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾃﾝﾂ開発・運営

ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ開発

ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ開発、CG制作
中国(天津・北京)、ｶﾅﾀﾞ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾘﾄｱﾆｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ

営業部

㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓﾈｯﾄ

営業１部

営業２部

商品部

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ事業統括：ﾒﾃﾞｨｱ・ﾗｲﾂBU、スロット・ﾊﾟﾁﾝ
ｺBU、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設運営BU

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業部

事業推進部

国内ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ販売統括：国
内営業BU

経営企画部

情報ｼｽﾃﾑ部

開発１部

開発２部

品質管理部

ｺｰｴｰﾃｸﾓﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｹﾞｰﾑｽ

ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部

ｿﾌﾄｳｪｱ開発本部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部

ｼｽﾃﾑ開発部

管理機能：管理BU、ｼｽﾃﾑBU

総務部

財務部

海外販売子会社　4社

海外ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ販売
米国、英国、韓国、台湾

㈱ｺｰｴｰ

ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾝﾃﾝﾂ事業

制作部

ﾗｲﾂ部

営業部

海外開発部

ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進部

ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ部

ﾃﾞｻﾞｲﾝ部

ﾃｸﾓ㈱

人事部

ｿﾌﾄｳｪｱ事業部 ｿﾌﾄｳｪｱ事業推進部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業部

出版部

宣伝部

技術支援部

CG部

ｻｳﾝﾄﾞ制作部

監査部

管理本部

監査部

監査部

㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｳｪｰﾌﾞ

ﾒﾃﾞｨｱ・ﾗｲﾂ事業部

SP事業部

CWS Brains㈱

ｹﾞｰﾑ事業統括：ｹﾞｰﾑｿﾌﾄBU、ｵﾝﾗｲﾝ・ﾓﾊﾞｲﾙBUｹﾞｰ
ﾑ事業支援：海外営業BU、宣伝・業務BU

業務部



添付資料（２） 

平成22年２月15日 

コーエーテクモグループ主要人事について 

(平成22年４月１日付) 

 

 

１．コーエーテクモホールディングス株式会社 

(１)取締役及び監査役 

役職名 氏名 

代表取締役会長 柿原 康晴 

代表取締役社長 松原 健二 

取締役最高顧問 襟川 陽一 

取締役名誉会長 襟川 恵子 

取締役 阪口 一芳 

常勤監査役 長田 延孝 

常勤監査役 森島 悟 

監査役 山本 千臣 

監査役 大内 卓 

 

(２)執行役員 

役職名 氏名 

専務執行役員CFO 

管理本部長 

浅野 健二郎 

執行役員 

管理本部副本部長 

兼 人事部長 

原 毅 

執行役員 

管理本部 

情報システム部長 

保坂 正敏 

 

(３)部長 

役職名 氏名 

管理本部 

総務部長 

向井 規浩 

管理本部 

財務部長 

成田 郁之 

管理本部 

経営企画部長 

谷口 英徳 

監査部長 柿原 健晴 

監査部 

部付部長 

尾川 和宏 
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２．株式会社コーエーテクモゲームス 

(１)取締役及び監査役 

役職名 氏名 

代表取締役会長 

マーケティング本部長 

兼 業務部長 

伊従 勝 

代表取締役社長 松原 健二 

専務取締役 

ソフトウェア事業部長 

兼 ソフトウェア開発本部長 

杉山 芳樹 

専務取締役 

ネットワーク事業部長 

小林 伸太郎 

取締役 阪口 一芳 

監査役 長田 延孝 

監査役 森島 悟 

監査役 松井 美義 

 

(２)執行役員 

役職名 氏名 

常務執行役員 

ソフトウェア事業部副事業部長 

兼 ソフトウェア開発本部副本部長 

鈴木 亮浩 

常務執行役員 

ソフトウェア事業部副事業部長 

鯉沼 久史 

執行役員 

ソフトウェア事業部副事業部長 

兼 ソフトウェア事業推進部長 

阿久津 透 

執行役員 猪瀬 祥希 

執行役員 小川 亨 

執行役員 

ソフトウェア開発本部 

技術支援部長 

兼 海外開発部長 

佐野 尚樹 

執行役員 

ソフトウェア開発本部 

CG部長 

守口 寛 

執行役員 小笠原 賢一 

執行役員 

ソフトウェア事業部副事業部長 

菊地 啓介 

執行役員 早矢仕 洋介 

執行役員 

グローバル事業部長 

小林 英聖 

執行役員 

ネットワーク事業部副事業部長 

藤重 和博 
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(３)部長 

役職名 氏名 

ネットワーク事業部 

ネットワーク事業推進部長 

渥美 貴史 

ネットワーク事業部 

カスタマーサポート部長 

兼 システム開発部長 

寺井 貴俊 

ソフトウェア開発本部 

サウンド制作部長 

粟野 敏和 

ソフトウェア開発本部 

出版部 

石黒 映 

マーケティング本部副本部長 小牧 克己 

マーケティング本部 

宣伝部長 

志村 宏 

マーケティング本部 

デザイン部長 

堀内 学 

マーケティング本部 

品質管理部長 

松浦 和子 

監査部長 大野 雅良 

 

 

３．株式会社コーエーテクモウェーブ 

(１)取締役及び監査役 

役職名 氏名 

代表取締役社長 阪口 一芳 

専務取締役 浅野 健二郎 

取締役 原 毅 

取締役 松原 健二 

取締役 小林 伸太郎 

取締役 

アミューズメント事業部長 

兼 営業部長 

原尾 宏次 

取締役 

メディア・ライツ事業部長 

兼 事業推進部長 

真保 安一郎 

監査役 山本 千臣 

監査役 尾辻 七郎 

監査役 石村 曜 

 

(２)部長 

役職名 氏名 

メディア・ライツ事業部 

制作部長 

兼 ライツ部長 

中西 寛 
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役職名 氏名 

SP事業部長 

兼 営業部長 

初見 和則 

SP事業部副事業部長 

兼 開発２部長 

蔵方 徹 

SP事業部 

開発１部長 

坂内 信行 

 

 

４．株式会社コーエーテクモネット 

(１)取締役及び監査役 

役職名 氏名 

取締役会長 小林 伸太郎 

代表取締役社長 福井 清之助 

取締役 阪口 一芳 

取締役 松原 健二 

取締役 阿久津 透 

監査役 鳥居 勉 

 

(２)部長 

役職名 氏名 

営業１部長 橋本 巻二 

営業２部長 

兼 商品部長 

角谷 雅幸 

監査部長 町田 眞美 

以上 
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