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＜広報資料＞                     ２００６年１月１１日 

 

バンダイナムコグループの国内組織再編に伴う役員人事について 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス 

                     社長：高須武男 所在地：東京都港区 

                        東証１部（証券コード７８３２） 

                   株式会社バンダイ 

                     社長：上野和典 所在地：東京都台東区 

                   株式会社ナムコ 

                     社長：石村繁一 所在地：東京都大田区 

 

 バンダイナムコグループは、２００６年３月３１日付で国内におけるグループ組織の

再編の一環として、新設分割によりアミューズメント施設運営事業を行う新生・株式会

社ナムコを、また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナムコを統合し 

「株式会社バンダイナムコゲームス」を、それぞれ設立します。 

これらの組織再編に伴う役員人事について、以下の通りお知らせいたします。 

 

株式会社ナムコ（２００６年３月３１日付）Ｐ２～ 

※新設分割により設立された新生・株式会社ナムコです。なお、新生・ナムコの 

取締役・監査役人事は２００６年４月１日付での変更はございません。 

取締役の就任 

  監査役の就任 

   

株式会社バンダイナムコゲームス（２００６年４月１日付） Ｐ３～ 

 ※現在の株式会社ナムコが社名変更した法人です。 

  取締役の就任 

  監査役の就任 

  取締役の担務 

  取締役の退任 

 

株式会社バンダイ（２００６年４月１日付） Ｐ５～ 

  取締役の異動 

  取締役の担務 

  取締役の退任 
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                株式会社ナムコ 

 

※ 株式会社ナムコのアミューズメント施設運営部門などの新設分割により、新生・株

式会社ナムコを設立。また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナム

コが統合し社名変更により「株式会社バンダイナムコゲームス」が設立されます。 

 以下の人事資料につきましては、現在の株式会社ナムコ→現・㈱ナムコ  

新生・株式会社ナムコ→新・㈱ナムコと表記しております。 

 

◆新・ナムコの取締役の就任（２００６年３月３１日付） 

新 氏  名 旧 

取締役会長 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 

中村雅哉 
現・㈱ナムコ 代表取締役会長 

代表取締役社長 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 

東 純 
現・㈱ナムコ 代表取締役副社長 

取締役 ｱｽﾞﾏ ｹｲｼﾞ 

東 啓二 
現・㈱ナムコ 取締役 

 

◆新・ナムコの監査役の就任（２００６年３月３１日付） 

監査役 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 

山田 茂 
現・㈱ナムコ 監査役 

監査役 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂｵ 

市川光夫 
現・㈱ナムコ 監査役 

監査役 ｽﾄﾞｳ ｵｻﾑ 

須藤 修 
現・㈱ナムコ 監査役 

 

 

 

※株式会社ナムコの取締役・監査役人事は２００６年４月１日付での、変更はございま

せん。 
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株式会社バンダイナムコゲームス 

 

※ 株式会社ナムコのアミューズメント施設運営部門などの新設分割により、新生・株

式会社ナムコを設立。また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナム

コが統合し社名変更により「株式会社バンダイナムコゲームス」が設立されます。 

 以下の人事資料につきましては、現在の株式会社ナムコ→現・㈱ナムコ  

新生・株式会社ナムコ→新・㈱ナムコと表記しております。 

 

◆バンダイナムコゲームスの取締役の就任（２００６年４月１日付） 

新 氏  名 旧 

取締役会長 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 

中村雅哉 
現・㈱ナムコ 代表取締役会長 

代表取締役社長 ｲｼｶﾜ ｼｭｸｵ 

石川祝男 
現・㈱ナムコ 代表取締役副社長 

代表取締役副社長 ｳﾉｻﾞﾜ ｼﾝ 

鵜之澤 伸 
㈱バンダイ 常務取締役 

取締役 ﾀｹｳﾁ ﾃﾂﾛｳ 

竹内哲郎 
現・㈱ナムコ 常務執行役員 

取締役 ｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ 

東海林 隆 
㈱バンダイ 執行役員 ビデオゲーム

事業部ゼネラルマネージャー 

取締役 ｱｻﾐ ｶｽﾞｵ 

浅見和夫 
現・㈱ナムコ 執行役員 コーポレート

本部長 

取締役 ｷﾖｼﾏ ｶｽﾞﾔ 

清嶋一哉 
現・㈱ナムコ 執行役員 経営戦略副本

部長 兼 経営戦略グループリーダー 

兼 知的財産グループリーダー 

取締役 兼 ㈱バンダイナムコホ

ールディングス 経営管理部ゼネ

ラルマネージャー 

ｱｻｺ ﾕｳｼﾞ 

浅古有寿 
㈱バンダイナムコホールディングス 

経営管理部ゼネラルマネージャー  

兼 ㈱バンダイ経理部ゼネラルマネー

ジャー 

 

◆バンダイナムコゲームスの監査役の就任（２００６年４月１日付） 

監査役  ｻﾙｶﾜ ｱｷﾖｼ 

猿川昭義 
現・㈱ナムコ 取締役副会長 

監査役 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 

山田 茂 
現・㈱ナムコ 監査役 

監査役 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂｵ 

市川光夫 
現・㈱ナムコ 監査役 
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◆バンダイナムコゲームスの取締役の担務（２００６年４月１日付） 

＊取締役会長                            中村雅哉 

＊代表取締役社長                          石川祝男 

＊代表取締役副社長 兼 コンシューマ事業管掌           鵜之澤 伸 

＊取締役 ＡＭ事業担当                       竹内哲郎 

＊取締役 コンシューマ事業担当                  東海林 隆 

＊取締役 管理担当                         浅見和夫 

＊取締役 経営戦略・知的財産担当                  清嶋一哉 

＊取締役 経営戦略担当  

兼 バンダイナムコホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャー 浅古有寿 

 

※ご参考）バンダイナムコゲームス ２００６年３月３１日時点の取締役・監査役人事 

 

代表取締役会長  中村雅哉 

取締役副会長   猿川昭義 

代表取締役社長  石村繁一 

代表取締役副社長 石川祝男 

監査役      山田 茂 

         市川光夫 

         須藤 修 

 

◆バンダイナムコゲームスの取締役の退任 

 

 代表取締役社長 石村繁一 

※２００６年４月１日付のバンダイネットワークス株式会社顧問就任に伴い 

２００６年３月３１日終了をもって退任 

  

 取締役副会長 猿川昭義 

 ※２００６年４月１日付のバンダイナムコゲームス常勤監査役就任に伴い 

  ２００６年３月３１日終了をもって退任 
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株式会社バンダイ 

 

◆バンダイの取締役の異動（２００６年４月１日付） 

新 氏  名 旧 

代表取締役副社長 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｺﾄ 

柴崎 誠 
常務取締役 

常務取締役 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂｱｷ 

田口三昭 
取締役 

常務取締役 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ 

本田耕一 
取締役 

取締役 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾊﾙ 

五十嵐正治 
グローバル戦略室ゼネラルマネージャ

ー 

取締役 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 

川口 勝 
執行役員 トイ事業統括部ゼネラルマ

ネージャー 

取締役 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 

福田祐介 
執行役員 社長室ゼネラルマネージャ

ー 兼 経営戦略室ゼネラルマネージ

ャー 兼 キャンディ事業部ゼネラル

マネージャー 

 

◆バンダイの取締役の担務（２００６年４月１日付） 

＊代表取締役社長 兼 チーフガンダムオフィサー（ＣＧＯ）      上野和典 

＊代表取締役副社長 メディア政策担当 兼 メディア部管掌      柴崎 誠 

＊常務取締役 新規事業政策担当 兼 アパレル事業部 ライフ事業部 新規事業室

管掌                               田口三昭 

＊常務取締役 管理政策担当 兼 法務・知的財産部 文化事業推進室  

 総務・人事部 経理部 情報システム部 シェアードサービス推進室管掌  

本田耕一 

＊取締役 開発・生産政策担当 兼 チーフたまごっちオフィサー（ＣＴＯ） 

 兼 生産・技術支援部 プロダクト保証部管掌            本郷武一 

＊取締役 海外政策担当 兼 グローバル戦略室ゼネラルマネージャー   

                                五十嵐正治 

＊取締役 流通政策担当 兼 トイ事業統括部 ボーイズトイ事業部 ガールズトイ 

事業部 プレイトイ事業部 ホビー事業部管掌            川口 勝 

＊取締役 グループ政策担当 兼 ベンダー事業部 カード事業部  

キャンディ事業部管掌 兼 社長室 経営戦略室ゼネラルマネージャー 福田祐介 

＊社外取締役                            松永真理 

※バンダイの監査役人事は変更はございません。 
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◆バンダイの取締役の退任（２００６年３月３１日付） 

 

常務取締役 鵜之澤 伸 

※２００６年４月１日付の㈱バンダイナムコゲームス代表取締役副社長就任に伴う 

退任 

 

取締役 兼NAMCO BANDAI Holdings (USA) Inc.社長  

角田良平 

※NAMCO BANDAI Holdings (USA) Inc.社長に専任するため退任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

㈱バンダイナムコホールディングス 広報・ＩＲ担当 田上、吉田TEL：03-5783-5503 

㈱バンダイ 社長室広報チーム 梅田 TEL：03-3847-5005 

㈱ナムコ 広報・ＩＲグループ 蓮舎、馬場 TEL：03-3756-8698 
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略歴書 

【氏名】   石川 祝男（いしかわ しゅくお） 

【生年月日】 １９５５年（昭和３０年）４月１５日 

【出身地】  山口県 

【学歴】   1978年（昭和53年）３月 関西大学 文学部独逸文学科卒 

【略歴】   1978年（昭和53年）４月 ㈱ナムコ入社 

       1995年（平成 7 年）６月 取締役第二開発部門担当 

       1999年（平成11年）６月 常務取締役研究開発生産管掌 

       2002年（平成14年）５月 常務取締役AMｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

       2005年（平成17年）４月 代表取締役副社長 ｺﾝﾃﾝﾂ事業管掌 

       2006年（平成18年）４月 ㈱バンダイナムコゲームス 

                    代表取締役社長就任予定 
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略歴書 

【氏名】   東 純（ひがし じゅん） 

【生年月日】 １９５３年（昭和２８年）４月１８日 

【出身地】  京都府 

【学歴】   1976年（昭和51年）３月 玉川大学工学部経営工学科卒 

【略歴】   1976年（昭和51年）４月 ㈱ナムコ入社  

       1991年（平成 3 年）６月  取締役営業企画部長 

       1999年（平成11年）６月 執行役員営業企画本部長 

       2002年（平成14年）５月 常務執行役員ETｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

       2004年（平成16年）４月 専務執行役員ETｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

       2004年（平成16年）６月 取締役ETｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

       2005年（平成17年）４月 代表取締役副社長 

                    ﾛｹｰｼｮﾝ事業管掌 兼 

                          ETｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

       2006年（平成18年）３月 ㈱ナムコ（現・ナムコより新設分割 

                    により設立）代表取締役社長就任

予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


