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代表取締役および取締役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、以下のとおり、代表取締役および取締役の異動、取締役候

補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。本件は 2021 年 12 月 17 日開催予定

の第 13 回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。 

なお、取締役候補者の選定に当たっては、当社取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委

員会の審議を参考にしております。 

記

１．代表取締役および取締役の異動 

（１）異動の理由

当社は「“Entertainment in Real Life”エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴ら

しく」を Mission に掲げ、最新のテクノロジーと独創的なアイデアで新しいエンターテインメントの

提供を行っております。このたび当社は、経営環境の変化により迅速に対応すべく新しい経営体制の

もと、更なるガバナンスの強化と企業価値の向上を目指してゆくことを決定いたしました。 

現代表取締役社長の馬場功淳は当社の創業者であり、代表取締役社長およびクリエイターとして、

創業より 13 年間当社グループの成長を牽引してまいりました。当社グループの更なる飛躍のため、

今後は代表取締役会長 チーフクリエイターとして新作ゲームの開発および新事業の創出に専念し、

引き続き当社グループの企業価値の向上を支えます。 

一方、新代表取締役社長候補者の宮本貴志は、大手企業のグループ会社などでマーケティング責任

者や代表取締役社長を 10 年以上経験するなど豊富な経営経験を有しております。当社では 2020 年６

月より、マーケティング部門の責任者として当社サービスの拡大に取り組んでまいりました。今後は

代表取締役社長として豊富な経営経験およびサービス運用経験をもとに、当社グループ全体を指揮し

更なる企業価値の向上を目指します。 

また、新任取締役候補者のハロルド・ジョージ・メイは、国内外の大手企業において代表取締役を

務めるなど豊富な経営・マーケティング経験を有しております。社外取締役として、国内外の企業経

営に関する深い知識と経験をもとに、プライム市場上場を見据えた当社のガバナンスおよび事業の国

際化等について助言を行うとともに、中立的な立場から重要事項の意思決定や業務執行の監督等を行

ってまいります。 

（２）代表取締役の異動の内容

氏名 新役職 現役職 

馬場 功淳 

（ばば なるあつ） 
代表取締役会長 チーフクリエイター 代表取締役社長 

宮本 貴志 

（みやもと たかし） 
代表取締役社長 マーケティング本部長



 

（３）新代表取締役会長 チーフクリエイターの略歴およびコメント 

①新代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場功淳の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数

（株） 

馬場 功淳 

1978 年１月７日生 
2003 年３月 

株式会社ケイ・ラボラトリー（現 KLab 株式会

社）入社 

61,776,976 

2007 年４月 グリー株式会社入社 

2008 年 10 月 当社設立 代表取締役社長（現任） 

2016 年３月 
一般財団法人クマ財団（現 公益財団法人クマ

財団）設立 代表理事（現任） 

 

②新代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場功淳のコメント 

当社は 2008 年の創業以来、最新のテクノロジーと独創的なアイデアで世の中に新しいエンターテ

インメントを届け続けてきました。昨今のモバイルゲーム市場は、スマートフォンの普及などを背景

に成長を続け、国内外含め多くの企業が参入し厳しい競争環境となっています。技術の進歩やユーザ

ー様の嗜好の多様化などにより、開発の難易度は年々高まっており、当社においても思ったように新

作タイトルをリリースできていない状況に強い危機感を感じております。私はこれまで、経営者とク

リエイターという二つの役割を担ってきましたが、更なる飛躍を実現するためには役割分担を明確に

し、経営については適任者に任せ私自身はより得意なゲーム開発に注力すべきではないかという考え

を持っていました。 

そのような状況の中、当社は 2020 年５月に株式会社コアエッジ（以下、コアエッジ）の事業の一

部を譲り受け、コアエッジの代表取締役社長を務めていた宮本貴志が当社に参画いたしました。宮本

は豊富なゲーム業界の経験と代表取締役などの経営経験を有しております。入社後、宮本は本部長と

してマーケティング強化および組織の構造改革に加え、グループ全体の組織強化に取り組んでまいり

ました。宮本の参画から１年余りが経った今、その実績から経営については彼に任せることができる

と考えております。 

そのため、このタイミングで前述の役割分担の明確化と得意分野への注力を行う決断をいたしまし

た。今後は、宮本が代表取締役社長として当社グループの経営を牽引し、私は代表取締役会長 チー

フクリエイターとして新作ゲームの開発および新事業の創出に専念することで、当社グループの更な

る企業価値の向上を目指してまいります。 

また、2021年 12月 17日に開催予定の株主総会では社外取締役として、ハロルド・ジョージ・メイ

氏の選任を予定しています。メイ氏は国内外の大手企業において、マーケティング責任者や代表取締

役を務めるなど経営・マーケティングについて深い見識と経験を有しております。当社は 2022 年４

月にプライム市場への上場を予定しており、これまで以上にガバナンスの強化や国際化が求められる

ことになります。メイ氏の持つグローバルな知見を経営に取り入れることで、当社グループの更なる

企業価値向上を目指してまいります。 

新体制のもと、ステークホルダーの皆様の期待にお応えできるよう取り組んでまいります。今後と

もご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 



 

（４）新代表取締役社長候補者の略歴およびコメント 

①新代表取締役社長候補者 宮本貴志の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数

（株） 

宮本 貴志 

1972 年４月 19 日生 
 

 

1995 年４月 株式会社明治屋入社 

- 

2001 年９月 株式会社デジキューブ入社 

2003 年 10 月 
ソフトバンク BB 株式会社（現 ソフトバンク株

式会社）入社 

2005 年４月 株式会社デックスエンタテインメント入社 

2008 年４月 

株式会社 GP コアエッジ設立（ソニーネットワ

ークコミュニケーションズ株式会社 グループ

会社） 代表取締役社長 CEO 

2011 年４月 株式会社ゲームポット 取締役 CMO 

2012 年７月 

株式会社コアエッジ（ソニーネットワークコミ

ュニケーションズ株式会社 グループ会社）設

立 代表取締役社長 CEO 

2020 年６月 
当社入社 マーケティング・コミュニケーショ

ン部長 

2020 年９月 マーケティング本部長（現任） 

 

②新代表取締役社長候補者 宮本貴志のコメント 

このたび、代表取締役社長候補に指名いただき、大変光栄に存じます。 

入社して約１年余、当社および当社コンテンツの価値や魅力を伝えるべくマーケティング本部長と

して本部の組織構造改革を行うとともに、部署の垣根を越えたシームレスな環境づくりに邁進してま

いりました。前職のコアエッジにて７年前より当社コンテンツの海外展開や PC 化展開などに携わっ

ていたこともあり、客観的視点とスピード感を持ち、取り組むことが出来たのではないかと考えてお

ります。 

今後は、これまでの経験と業界内外のネットワークを生かし、現社長を筆頭にクリエイター陣が新

作ゲームの開発に集中できる環境を整え、他社とは一線を画した“祖”となるコンテンツの製作強化

を図るとともに、ステークホルダーの皆様に対し、透明度の高い経営を目指す所存でございます。 

新経営体制で、更なる高みを目指す「コロプラ」に益々ご期待いただきますとともに、今後ともご

支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

（５）取締役候補者の氏名および役職名 

氏名 新役職 現役職 

ハロルド・ジョージ・メイ 社外取締役 - 

※第 13 回定時株主総会において選任された場合、当社は、ハロルド・ジョージ・メイ氏を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。 

 

  



 

（６）取締役候補者の略歴およびコメント 

①取締役候補者 ハロルド・ジョージ・メイの略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数

（株） 

ハロルド・ジョー

ジ・メイ 

1963 年 12 月４日生 

1987 年１月 

ハイネケン・ジャパン株式会社（現 ハイネケ

ン・キリン株式会社）入社 アシスタント・ジ

ェネラル・マネージャー 

- 

1990 年４月 

日本リーバ株式会社（現 ユニリーバ・ジャパ

ン株式会社）入社 アシスタント・ブランド・

マネージャー 

2000 年４月 
サンスター株式会社 入社 オーラルケア事業

執行役員 

2006 年９月 
日本コカ・コーラ株式会社 副社長 兼 マーケ

ティング本部長 

2008 年 11 月 
同社副社長 兼 チーフ・カスタマー・オフィサ

ー 

2014 年３月 株式会社タカラトミー 経営顧問 

2015 年６月 同社代表取締役社長 兼 CEO 

2018 年５月 

株式会社ブシロード 取締役兼 CSO 

新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社

長 兼 CEO 

2019 年３月 アース製薬株式会社 社外取締役（現任） 

2020 年 11 月 株式会社サンリオ 顧問（現任） 

2021 年３月 パナソニック株式会社 顧問（現任） 

2021 年４月 アリナミン製薬株式会社 社外取締役（現任） 

 

②取締役候補者 ハロルド・ジョージ・メイのコメント 

このたび、株式会社コロプラの社外取締役候補に選定されましたハロルド・ジョージ・メイです。

このような大役の候補に選定していただきましたこと、大変光栄に思います。 

2008 年に創業されたコロプラは、馬場新代表取締役会長 チーフクリエイターと宮本新代表取締役

社長のもと、新たなステージへ進み、さらなる発展を遂げようとしております。コロプラの Mission

「“Entertainment in Real Life”  エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」

には、国境と文化を越え、ゲームの素晴らしさを広げる強い想いが込められています。この想いを実

現するため、私は今まで培ってきたマーケティング、国内外でのビジネス、経営の経験等を活かして

社外取締役としての役割を果たし、株主様を始めとするステークホルダーの皆様のために企業価値の

持続的な増大に貢献できればと願っています。 

  



 

（７）補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴および役職名 

氏名 新役職 現役職 

佐藤 大 

（さとう ひろし） 
取締役監査等委員（補欠） 内部監査室長 

※上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 

 

氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数

（株） 

佐藤 大 

1978 年９月４日生 

2015 年３月 株式会社学究社入社 

- 

2016 年７月 同社財務部長 

2016 年７月 株式会社インターエデュ・ドットコム 監査役 

2018 年６月 当社入社 

2019 年１月 内部監査室長（現任） 

 

（８）退任予定取締役 

石渡 亮介  任期満了による退任 

 

（９）就任予定日および退任予定日 

2021 年 12 月 17 日 

 

２．取締役候補者 

氏名 新役職 現役職 
新任・

重任 

馬場 功淳 
代表取締役会長 チーフクリエ

イター 
代表取締役社長 重任 

宮本 貴志 代表取締役社長 マーケティング本部長 新任 

原井 義昭 取締役 同左 重任 

菅井 健太 取締役 同左 重任 

坂本 佑 取締役 同左 重任 

池田 洋一 取締役 同左 重任 

石渡 進介 社外取締役 取締役 重任 

栁澤 孝旨 社外取締役 同左 重任 

為末 大 社外取締役 同左 重任 

ハロルド・ジョー

ジ・メイ 
社外取締役 - 新任 

長谷川 哲造 社外取締役監査等委員 同左 重任 

月岡 涼吾 社外取締役監査等委員 同左 重任 

飯田 耕一郎 社外取締役監査等委員 同左 重任 

佐藤 大 取締役監査等委員（補欠） 内部監査室長 新任 

※１．当社は、栁澤孝旨氏、為末大氏、長谷川哲造氏および月岡涼吾氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。第 13 回定時株主総会において

選任された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定であります。 

２．第 13回定時株主総会において選任された場合、当社は、ハロルド・ジョージ・メイ氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。 

 以 上 


