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当社主要子会社（株式会社セガ、サミー株式会社）の新経営体制について 
 
 
 
 平成 20 年 4 月 25 日開催の当社取締役会ならびに同日開催の当社主要子会社である株式会社セガ 
およびサミー株式会社の臨時株主総会において、両社の新たな経営体制を下記のとおり決定いたしま 
したのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
１．目 的 

 
株式会社セガは前期において、持続的な利益創出を図るための基盤整備として、収益性・将来性

の低い約 110 店舗のアミューズメント施設の売却もしくは閉店、希望退職者の募集、「みなとみら

い 21」中央地区におけるエンタテインメント複合施設開発の中止等、抜本的な改革施策に取り組

んでまいりました。収益の早期回復、新たな成長ステージに向けた道筋ができたこのタイミングで、

本格的にコア事業の再生を図り、収益体質を確固たるものとすべく、現在、セガ 取締役 AM 統括

本部 統括本部長である臼井興胤をセガ 代表取締役社長 COO とする新たな経営体制に移行いた

します。また、迅速な経営意思決定、機動的な経営資源の配分を図ることを目的として、統括本部

制を廃止し、5 事業部 5 本部制に組織改編いたします。事業部として AM 機器販売事業部、AM 施

設事業部、AM 海外事業部、国内 CS 事業部、欧米 CS 事業部、本部としてコーポレート本部、AM
研究開発本部、CS 研究開発本部、AM 生産調達本部、新規事業本部を設けます。 

 
サミー株式会社は規則改正を受け、パチスロ遊技機市場が軟調に推移する中、パチンコ遊技機事

業を中長期的な成長分野として位置付け、開発力の強化に取り組んでおります。セガサミーグルー

プが持続的に成長を遂げるためには、サミー株式会社を軸とした遊技機事業における収益改善が必

須であり、現在、当社代表取締役副社長である中山圭史が今後、サミー株式会社代表取締役社長

COO としてサミーの経営改革の先頭に立ち、抜本的な事業構造改革を断行いたします。 
 
当社代表取締役会長兼社長である里見治は引き続き株式会社セガ、サミー株式会社両社の CEO

を兼任し、グループ全体経営の視点から、セガ新 COO である臼井興胤、サミー新 COO である中

山圭史と共に両社の収益強化に取り組みます。 
 
なお、当社の新経営体制につきましては 5 月 13 日に予定している平成 20 年 3 月期決算発表時

に公表を予定しております。 
 



 

２．人事異動（平成 20 年 5 月 1 日付） 
 
株式会社セガ 
①取締役及び監査役 

新役職 氏名 旧役職 

代表取締役会長 CEO 里見  治 
 
代表取締役社長 CEO 兼 COO 
 

代表取締役社長 COO 臼井
う す い

 興
おき

胤
たね

 
取締役 
AM 統括本部長 
兼 AM 新規事業開発本部長 

取締役 小口 久雄 代表取締役 

取締役 
AM 施設事業部長 近藤 克哉 取締役 

AM 統括本部 AM 施設事業部長 

取締役 
新規事業本部付 田副 康夫 取締役 

AM 統括本部 MMPJ 事業本部長 

取締役 
国内 CS 事業部長 
兼 欧米 CS 事業部担当 
兼 AM 海外事業部担当 

前田 雅尚 取締役 
CS 統括本部 副統括本部長 

取締役 
コーポレート本部長 菅野  暁 

取締役 
コーポレート統括本部長 
兼 社長室管掌 

取締役 
新規事業本部長 深澤 恒一 取締役 

AM 統括本部 AM 企画本部長 

取締役 
欧米 CS 事業部長 
兼 SEGA Holdings U.S.A., Inc. CEO 
兼 SEGA Europe LTD. CEO 
兼 SEGA of America, Inc. CEO 

鶴見 尚也 

【新任】 
上席執行役員 
CS 統括本部  欧米 CS 事業部長 
兼 SEGA Holdings U.S.A., Inc. CEO 
兼 SEGA Europe LTD. CEO 
兼 SEGA of America, Inc. CEO 

取締役（非常勤） 岡村 秀樹 

取締役 
CS 統括本部長 
兼ｷｬﾗｸﾀｰ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ部管掌 
兼 VE 研究開発部管掌 

常勤監査役 宮﨑  尚 常勤監査役 

監査役 榎本 峰夫 監査役 

監査役 清水 俊一 監査役 

 
 
 



 

②執行役員 
新役職 氏名 旧役職 

執行役員 
AM 施設事業部 副事業部長 田畑 俊哉 執行役員 AM 統括本部 

AM 施設事業部 副事業部長 

執行役員 
AM 研究開発本部長 杉野 行雄 執行役員 AM 統括本部 

AM 研究開発本部長 

執行役員 
AM 機器販売事業部長 山下  滋 執行役員 AM 統括本部 

AM 機器販売事業部長 

執行役員 
CS 研究開発本部長 宮崎 浩幸 執行役員 CS 統括本部 

国内 CS 事業部長 

執行役員 
AM 研究開発本部 
ALL. Net 開発戦略統括部長 

矢木  博 
執行役員 AM 統括本部 
AM 研究開発本部 
ALL. Net 開発戦略統括部長 

執行役員 
コーポレート本部 
総務・法務・知財・業務改善 
部門統括部長 

曽我 弘行 
執行役員 コーポレート統括本部 
総務・法務・知財・業務改善 
部門統括部長 

執行役員 
AM 生産調達本部長 渡邉 邦彦 執行役員 AM 統括本部 

AM 生産調達本部長 

 
 
③R&D クリエイティブ オフィサー（以下、R&D CO） 

新役職 氏名 旧役職 
R&D CO 
AM 研究開発本部 
ﾌｧﾐﾘｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ研究開発部長 

植村 比呂志 
R&D CO  AM 統括本部 
AM 研究開発本部 
ﾌｧﾐﾘｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ研究開発部長 

R&D CO 
CS 研究開発本部 副本部長 名越 俊弘 

R&D CO  CS 統括本部 
国内 CS 事業部 
CS 開発統括部 副統括部長 

R&D CO 
AM 研究開発本部  
AM ソフト開発統括部長 

片岡  洋 
R&D CO  AM 統括本部 
AM 研究開発本部  
AM ソフト開発統括部長 

R&D CO 
AM 研究開発本部  
AE 研究開発統括部長 

吉本 昌男 
R&D CO  AM 統括本部 
AM 研究開発本部  
AE 研究開発統括部長 

R&D CO 
国内 CS 事業部 副事業部長 川越 隆幸 

R&D CO  CS 統括本部 
国内 CS 事業部 
CS 開発統括部長 

R&D CO 
AM 研究開発本部 
AM プラス研究開発部長 

鈴木 裕 
R&D CO  AM 統括本部 
AM 研究開発本部 
AM プラス研究開発部長 

 
 
 
 
 



 

サミー株式会社 
新役職 氏名 旧役職 

代表取締役会長 CEO 里見  治 代表取締役会長 CEO 

代表取締役社長 COO 中山
なかやま

 圭史
け い し

 取締役 

代表取締役副社長 片本  通 代表取締役社長 COO 

取締役 
社長室長 吉澤 秀男 取締役 

社長室長 

取締役 
研究開発統括本部長 
兼 SC 研究開発本部長 

内田 典男 
取締役 
研究開発統括本部長 
兼 SC 研究開発本部長 

取締役 
遊技機営業本部長 
兼ﾎｰﾙﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ営業本部長 

甘利 祐一 
取締役 
遊技機営業本部長 
兼ﾎｰﾙﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ営業本部長 

取締役 小口 久雄 【新任】 

【退任】 石田  正 取締役 

 
※ サミーの新たな経営執行体制につきましては 6 月 18 日に予定している定時株主総会後に公表を予

定しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
３．新代表取締役社長の略歴 
 
 
氏 名 臼井 興胤（うすい おきたね） 
出 身 地  愛媛県 
生年月日 1958 年（昭和 33 年）10 月 31 日生 
最終学歴 1983 年（昭和 58 年）3 月 一橋大学商学部卒 
略 歴 1993 年（平成 5 年）10 月 ㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社 
 1997 年（平成 9 年） 6 月 同社 取締役 コンシューマ事業本部 副本部長  
 1998 年（平成 10 年）6 月 同社 執行役員 コンシューマ事業統括本部 CS 経営企画室長 
 1999 年（平成 11 年）5 月 同社 退社 
 2007 年（平成 19 年）6 月 同社 入社 顧問 
 2007 年（平成 19 年）6 月 同社 専務取締役 AM 統括本部長 
 2008 年（平成 20 年）2 月 同社 取締役 AM 統括本部長 
 
 
氏 名 中山 圭史（なかやま けいし） 
出 身 地  山梨県 
生年月日 1942 年（昭和 17 年）7 月 23 日生 
最終学歴 1967 年（昭和 42 年）3 月 青山学院大学経済学部卒 
略 歴 1989 年（平成元年）  9 月 サミー工業㈱（現 サミー㈱）入社 総務部長 
 1993 年（平成 5 年）  6 月 同社 取締役社長室長 
 2000 年（平成 12 年） 1 月 同社 常務取締役社長室長 
 2004 年（平成 16 年） 3 月 同社 専務取締役社長室管掌 
 2004 年（平成 16 年）10 月 当社 専務取締役 
 2005 年（平成 17 年） 4 月 サミー㈱取締役 
 2005 年（平成 17 年） 6 月 当社 取締役副社長 
 2007 年（平成 19 年） 6 月 当社 代表取締役副社長（現任） 
 
 

以上 


