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２００３年３月２７日 

   

人事異動と機構改革のお知らせ人事異動と機構改革のお知らせ人事異動と機構改革のお知らせ人事異動と機構改革のお知らせ    
 

                     株 式 会 社 バ ン ダ イ 

                     所在地 東京都台東区駒形２－５－４ 

                     代表取締役社長 高須武男 

                     コード番号 ７９６７（東証一部） 

 

（株）バンダイの２００３年４月１日付の人事異動・組織改革ならびに、２００３年

６月２５日付 新任取締役候補についてお知らせいたします。 

 

【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ    ２００３年４月１日付】２００３年４月１日付】２００３年４月１日付】２００３年４月１日付】    

 

＜人事異動・昇格、担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・昇格、担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・昇格、担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・昇格、担当職務変更（取締役）＞        
★：人事異動・昇格 ☆：担当職務変更： 

※担当職務として表記されているトイホビーカンパニー、ゲームソフトカンパニー 

 ライフカンパニーの各カンパニーは、２００３年４月～２００６年３月の中期経営

計画内で予定している純粋持株会社体制を意識した事業カンパニーです（バーチャ

ルカンパニー）。各カンパニーのプレジデントは、グループの各政策担当と同様に

バンダイグループを横断して統括する立場となります。 

 

☆☆☆☆    社長室管掌社長室管掌社長室管掌社長室管掌                                                                                取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    中原外則中原外則中原外則中原外則    

（グループ生産政策担当 兼 社長室、業務監査・改革室管掌 取締役副社長） 

☆☆☆☆    グループ情報政策担当グループ情報政策担当グループ情報政策担当グループ情報政策担当    兼兼兼兼    コーポレートコミュニケーション室、中国事業拓展部、コーポレートコミュニケーション室、中国事業拓展部、コーポレートコミュニケーション室、中国事業拓展部、コーポレートコミュニケーション室、中国事業拓展部、    

        情報システム部管掌情報システム部管掌情報システム部管掌情報システム部管掌                                                                    専務取締役専務取締役専務取締役専務取締役    早川正篤早川正篤早川正篤早川正篤 

（グループ海外政策担当 兼 グローバル部、キャンディ事業部、ベンダー事業部、 

  カード事業部、ホビー事業部管掌 専務取締役） 

★☆トイホビーカンパニー★☆トイホビーカンパニー★☆トイホビーカンパニー★☆トイホビーカンパニー    プレジデントプレジデントプレジデントプレジデント    兼兼兼兼    ガンダムマネージャーガンダムマネージャーガンダムマネージャーガンダムマネージャー    

                                                                                                                常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役    上野和典上野和典上野和典上野和典 

（トイ事業政策担当 兼 トイ営業統括部、キャラクタートイ事業部、イノベイテ

ィブトイ事業部、マテル事業部、ＣＳ部管掌 取締役） 

☆☆☆☆    アライアンス・特命担当アライアンス・特命担当アライアンス・特命担当アライアンス・特命担当                                                                    取締役取締役取締役取締役    柴崎柴崎柴崎柴崎    誠誠誠誠    

（グループ営業政策・アライアンス担当 兼 ライフ事業部 ＳＷＡＮ事業部管掌） 
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☆☆☆☆    グループメディア政策担当グループメディア政策担当グループメディア政策担当グループメディア政策担当    兼兼兼兼    メディア部管掌メディア部管掌メディア部管掌メディア部管掌                            取締役取締役取締役取締役    東東東東    聡聡聡聡    

（グループメディア政策担当 兼 メディア部ゼネラルマネージャー 取締役） 

☆ゲームソフトカンパニー☆ゲームソフトカンパニー☆ゲームソフトカンパニー☆ゲームソフトカンパニー    プレジデントプレジデントプレジデントプレジデント    兼兼兼兼    グルグルグルグループＩＴ事業政策担当ープＩＴ事業政策担当ープＩＴ事業政策担当ープＩＴ事業政策担当    兼兼兼兼    

    ビデオゲーム事業部ゼネラルマネージャービデオゲーム事業部ゼネラルマネージャービデオゲーム事業部ゼネラルマネージャービデオゲーム事業部ゼネラルマネージャー    兼兼兼兼    ＩＴ推進室管掌ＩＴ推進室管掌ＩＴ推進室管掌ＩＴ推進室管掌    

                        取締役取締役取締役取締役    鵜之澤鵜之澤鵜之澤鵜之澤    伸伸伸伸    

 （ビデオゲーム事業部ゼネラルマネージャー 兼 ＩＴ推進室管掌 取締役） 

★☆取締役（非常勤）★☆取締役（非常勤）★☆取締役（非常勤）★☆取締役（非常勤）    兼兼兼兼    株式会社バンプレスト顧問株式会社バンプレスト顧問株式会社バンプレスト顧問株式会社バンプレスト顧問                                    仲田隆司仲田隆司仲田隆司仲田隆司    

（グループ開発政策担当 兼 新規事業室ゼネラルマネージャー 兼 戦略開発   

事業部管掌 常務取締役） 

☆☆☆☆    取締役（非常勤）取締役（非常勤）取締役（非常勤）取締役（非常勤）    兼兼兼兼    株式会社バンダイロジパル顧問株式会社バンダイロジパル顧問株式会社バンダイロジパル顧問株式会社バンダイロジパル顧問                            簗田正治簗田正治簗田正治簗田正治    

（グループ管理政策担当 兼 経理部、総務・法務部、人事部、情報システム部 

管掌 取締役） 

 

＜人事異動（部長職）＞＜人事異動（部長職）＞＜人事異動（部長職）＞＜人事異動（部長職）＞ ＊は執行役員 
ゼネラルマネージャー：部長職 デピュティゼネラルマネージャー：次長職 

マネージャー：課長職 

・グループ開発政策担当・グループ開発政策担当・グループ開発政策担当・グループ開発政策担当    兼兼兼兼    新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー    兼兼兼兼    戦略開発室管掌戦略開発室管掌戦略開発室管掌戦略開発室管掌    

                                                                                                仙田潤路＊仙田潤路＊仙田潤路＊仙田潤路＊    

（キャンディ事業部ゼネラルマネージャー） 

・グループ海外政策担当・グループ海外政策担当・グループ海外政策担当・グループ海外政策担当    兼兼兼兼    BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    兼兼兼兼    グローバルグローバルグローバルグローバル

部管掌部管掌部管掌部管掌                                                                                                                    辻辻辻辻    雅雅雅雅明＊明＊明＊明＊    

（BANDAI AMERICA INC.代表取締役社長） 

・グループ生産政策担当グループ生産政策担当グループ生産政策担当グループ生産政策担当    兼兼兼兼    キャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャーキャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャーキャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャーキャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャー    

兼兼兼兼    ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌                                                                                                    本郷武一＊本郷武一＊本郷武一＊本郷武一＊ 

（キャラクタートイ事業部 ゼネラルマネージャー）    

・ライフカンパニープレジデント・ライフカンパニープレジデント・ライフカンパニープレジデント・ライフカンパニープレジデント    兼兼兼兼    ライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャー    

                                                                                                                                    田口三昭＊田口三昭＊田口三昭＊田口三昭＊    

（ライフ事業部ゼネラルマネージャー） 

・グループ管理政策担当グループ管理政策担当グループ管理政策担当グループ管理政策担当    兼兼兼兼    新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当    兼兼兼兼    人材戦略室ゼ人材戦略室ゼ人材戦略室ゼ人材戦略室ゼネラルマネージネラルマネージネラルマネージネラルマネージ

ャーャーャーャー    兼兼兼兼    経理部、総務・法務部管掌経理部、総務・法務部管掌経理部、総務・法務部管掌経理部、総務・法務部管掌                                                            本田耕一＊本田耕一＊本田耕一＊本田耕一＊ 

（人事部ゼネラルマネージャー） 

・トイ営業統括部ゼネラルマネージャー・トイ営業統括部ゼネラルマネージャー・トイ営業統括部ゼネラルマネージャー・トイ営業統括部ゼネラルマネージャー                                                            中嶋中嶋中嶋中嶋    巌＊巌＊巌＊巌＊    

（ホビー事業部マネージャー） 

・イノベイティブトイ事業部ゼネラルマネージャー・イノベイティブトイ事業部ゼネラルマネージャー・イノベイティブトイ事業部ゼネラルマネージャー・イノベイティブトイ事業部ゼネラルマネージャー                                        入江入江入江入江    耕＊耕＊耕＊耕＊    

（ライフ事業部デピュティゼネラルマネージャー） 

・キャンディ事業部ゼネラルマネージャー・キャンディ事業部ゼネラルマネージャー・キャンディ事業部ゼネラルマネージャー・キャンディ事業部ゼネラルマネージャー                                                        福田祐介＊福田祐介＊福田祐介＊福田祐介＊    

（社長室ゼネラルマネージャー） 
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・ホビー事業部ゼネラルマネージャーホビー事業部ゼネラルマネージャーホビー事業部ゼネラルマネージャーホビー事業部ゼネラルマネージャー                                                                山崎山崎山崎山崎    昇＊昇＊昇＊昇＊ 

（ホビー事業部デピュティゼネラルマネージャー） 

・戦略開発室ゼネラルマネージャー・戦略開発室ゼネラルマネージャー・戦略開発室ゼネラルマネージャー・戦略開発室ゼネラルマネージャー                                                                仁戸部公昭仁戸部公昭仁戸部公昭仁戸部公昭    

（新規事業室デピュティゼネラルマネージャー） 

・グローバル部ゼネラルマネージャー・グローバル部ゼネラルマネージャー・グローバル部ゼネラルマネージャー・グローバル部ゼネラルマネージャー                                                            五十嵐正治五十嵐正治五十嵐正治五十嵐正治    

（BANDAI U.K.LTD．代表取締役社長） 

・メディア部ゼネラルマネージャーメディア部ゼネラルマネージャーメディア部ゼネラルマネージャーメディア部ゼネラルマネージャー                                                                    竹内竹内竹内竹内    淳淳淳淳 

（メディア部デピュティゼネラルマネージャー） 

・情報システム部ゼネラルマネージャー・情報システム部ゼネラルマネージャー・情報システム部ゼネラルマネージャー・情報システム部ゼネラルマネージャー                                                            金井正雄金井正雄金井正雄金井正雄    

（情報システム部デピュティゼネラルマネージャー） 

・社長室ゼネラルマネージャー・社長室ゼネラルマネージャー・社長室ゼネラルマネージャー・社長室ゼネラルマネージャー                                                                            川崎川崎川崎川崎    寛寛寛寛    

（イノベイティブトイ事業部ゼネラルマネージャー） 

・コーポレートコミュニケーション室ゼネラルマネージャーコーポレートコミュニケーション室ゼネラルマネージャーコーポレートコミュニケーション室ゼネラルマネージャーコーポレートコミュニケーション室ゼネラルマネージャー                        楽々道夫楽々道夫楽々道夫楽々道夫 

（メディア部デピュティゼネラルマネージャー） 

・中国事業拓展部ゼネラルマネージャー・中国事業拓展部ゼネラルマネージャー・中国事業拓展部ゼネラルマネージャー・中国事業拓展部ゼネラルマネージャー                                                            猪野修平猪野修平猪野修平猪野修平    

（トイ営業統括部ゼネラルマネージャー） 

    
＜機構改革＞＜機構改革＞＜機構改革＞＜機構改革＞    
・ビデオゲーム事業部にＳＷＡＮ事業部を統合する。 

・戦略開発事業部を「新規事業室」に名称変更する。新規事業室では既存の部門の枠に

とらわれない新規商品の開発を行う。 

・新規事業室を「戦略開発室」に名称変更する。戦略開発室では新技術の研究開発を 

 行う。 

・人事部を「人材戦略室」に名称変更し社長直轄部門とする。 

・ブランド戦略を行う「コーポレートコミュニケーション室」を新設し、メディア部内 

 に設置されていたキャラクター研究所を移管する。 

・中国市場での事業展開に向け準備を行う「中国事業拓展部」を新設する。 
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【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ【株式会社バンダイ    ２００３年６月２５日付】２００３年６月２５日付】２００３年６月２５日付】２００３年６月２５日付】    

 

 以下の新任取締役候補は、２００３年６月２５日開催予定の定時株主総会ならびに 

取締役会での決議を経て就任する予定です。 

 
＜新任取締役候補＞＜新任取締役候補＞＜新任取締役候補＞＜新任取締役候補＞    
※（ ）内の旧職は現時点でのものです。 

★代表取締役副社長★代表取締役副社長★代表取締役副社長★代表取締役副社長    兼兼兼兼    社長室管掌社長室管掌社長室管掌社長室管掌                                                                    角田良平角田良平角田良平角田良平 

（バンダイビジュアル株式会社代表取締役社長） 

★グループ開発政策担当★グループ開発政策担当★グループ開発政策担当★グループ開発政策担当    兼兼兼兼    新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー新規事業室ゼネラルマネージャー    兼兼兼兼    戦略開発室戦略開発室戦略開発室戦略開発室    

管掌管掌管掌管掌                                                                                                            取締役取締役取締役取締役    仙田潤路仙田潤路仙田潤路仙田潤路    

★グループ海外政策担当★グループ海外政策担当★グループ海外政策担当★グループ海外政策担当    兼兼兼兼    BANDAI AMERICABANDAI AMERICABANDAI AMERICABANDAI AMERICA INC. INC. INC. INC.代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    兼兼兼兼    グローバルグローバルグローバルグローバル

部管掌部管掌部管掌部管掌                                                                                                        取締役取締役取締役取締役    辻辻辻辻    雅明雅明雅明雅明    

★グループ生産政策担当★グループ生産政策担当★グループ生産政策担当★グループ生産政策担当    兼兼兼兼    キャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャー兼キャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャー兼キャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャー兼キャラクタートイ事業部ゼネラルマネージャー兼        

ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌ＣＳ部管掌                                                                                                取締役取締役取締役取締役    本郷武一本郷武一本郷武一本郷武一 

★ライフカンパニープレジデント★ライフカンパニープレジデント★ライフカンパニープレジデント★ライフカンパニープレジデント    兼兼兼兼    ライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャーライフ事業部ゼネラルマネージャー    

                                                                                                                    取締役取締役取締役取締役    田口三昭田口三昭田口三昭田口三昭 

★グループ管理政策担当★グループ管理政策担当★グループ管理政策担当★グループ管理政策担当    兼兼兼兼    新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当新本社ビル建設担当    兼兼兼兼    人材戦略室ゼネラルマネー人材戦略室ゼネラルマネー人材戦略室ゼネラルマネー人材戦略室ゼネラルマネー    
ジャージャージャージャー    兼兼兼兼    経理部、経理部、経理部、経理部、総務・法務部管掌総務・法務部管掌総務・法務部管掌総務・法務部管掌                                            取締役取締役取締役取締役    本田耕一本田耕一本田耕一本田耕一    

 

＜人事異動・担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・担当職務変更（取締役）＞＜人事異動・担当職務変更（取締役）＞    

★取締役（非常勤）★取締役（非常勤）★取締役（非常勤）★取締役（非常勤）                                                                                                    山科山科山科山科    誠誠誠誠    

（取締役名誉会長） 

☆グループ情報政策担当☆グループ情報政策担当☆グループ情報政策担当☆グループ情報政策担当    兼兼兼兼    アライアンス担当アライアンス担当アライアンス担当アライアンス担当    兼兼兼兼    コーポレートコミュニケーシコーポレートコミュニケーシコーポレートコミュニケーシコーポレートコミュニケーシ

ョン室、中国事業拓展部、情報システム部管掌ョン室、中国事業拓展部、情報システム部管掌ョン室、中国事業拓展部、情報システム部管掌ョン室、中国事業拓展部、情報システム部管掌                        専務取締役専務取締役専務取締役専務取締役    早川正篤早川正篤早川正篤早川正篤 

（グループ情報政策担当 兼 コーポレートコミュニケーション室、中国事業拓展部、 

  情報システム部管掌） 
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 なお、以下の取締役５名は取締役の任期満了に伴い、６月２５日定時株主総会終結を

もって取締役を退任いたします。 

・代表取締役会長 杉浦幸昌 

・取締役副社長  中原外則 

・取締役     柴崎 誠 

・取締役     仲田隆司  

（２００３年６月１８日開催の株式会社バンプレスト定時株主総会ならびに取締役

会にて同社取締役副社長に就任予定） 

・取締役     簗田正治  

（２００３年５月２２日開催の株式会社バンダイロジパル定時株主総会ならびに取 

締役会にて同社常務取締役に就任予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この件についての報道関係者からのこの件についての報道関係者からのこの件についての報道関係者からのこの件についての報道関係者からのお問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先    

 
（株）バンダイ 社長室 浅古、田上 TEL:03-3847-5005 FAX：03-3847-5067 
 

 


