コーポレイト・エグゼクティブ制度(執行役員制度)の導入
および役員異動・主要人事異動について
2000 年 2 月 1 日

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントは、本格的なデジタルネットワーク時代の到来により、エンタテ
インメントをめぐる事業環境の変化が加速する状況を踏まえ、経営意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化
を図る観点から、本日、取締役会の構成を変更するとともに、新たにコーポレイト・エグゼクティブ制度（執行役
員制度）を導入することといたしました。これに伴う当社役員の異動、主な組織改正、主要人事異動について、
下記の通りお知らせいたします。
記

Ｉ．役員異動の件（2000 年 2 月 1 日付）
1.

新任取締役
取 締 役

2.

3.

徳中暉久（現 ソニー株式会社 専務取締役兼ＣＦＯ）

退任取締役
専務取締役

五藤 宏

専務取締役

盛田昌夫

専務取締役

後藤 修

専務取締役

岸 栄司

常務取締役

高橋俊一

常務取締役

榎本和友

取 締 役

加藤 寛

取 締 役

目黒育郎

取 締 役

平郡泰典

取 締 役

野中規雄

取 締 役

小坂洋二

取 締 役

小野志朗

取 締 役

畑

取 締 役

白川隆三

取 締 役

森本昌義

亨

新任コーポレイト・エグゼクティブ
コーポレイト・エグゼクティブ社長 丸山茂雄（ＣＥＯ）
コーポレイト・エグゼクティブ

白石和千（ＣＦＯ/経営計画・総合企画担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

五藤 宏（邦楽総括、SMEJ Associated Records・
マルチメディア担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

盛田昌夫（洋楽総括、アジアマーケティング部・
bitmusic 推進部担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

後藤 修（生産・録音・特販担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

岸 栄司（総務・人事・制作業務推進担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

高橋俊一（EPIC グループ・

Ki/oon Records 担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

榎本和友（営業グループ担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

目黒育郎（Sony Records・SME Records・
SO Records(仮称)担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

野中規雄（N プロジェクト担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

小坂洋二（K プロジェクト担当）

コーポレイト・エグゼクティブ

小野志朗（SMEJ インターナショナル担当）

※なお、取締役会の構成は、下記の通りといたします。
代表取締役

丸山茂雄

取 締 役

白石和千

取 締 役

伊庭 保

取 締 役

徳中暉久

II．組織改正の件（２０００年２月１日付）
1.

SMEJ インターナショナル
(1)新たにカタログ・マーケティング部を設け、SME インターナショナル A&R マーケティング課
旧２係の業務を移管する。

2.

SO Recoreds（仮称）
(1)新たに SO Recored（仮称）を設け、A&R グループを置く。
(2)A&R グループに ASR 第１グループ制作部の A&R１、A&R２および SIGN を移管する。

3.

新たに SMER/SOR プロモーショングループ(仮称)を設ける。

4.

新たに SR グループ企画推進部を設ける。

5.

販促企画グループ
(1)ビジュアルコンテンツ制作部の呼称をビジュアル制作部に改める。

6.

EPIC グループ
(1)EPIC Records のディレクターズルームおよびプロモーションルームを廃止する。
(2)SO WHAT?Records の A&R ルームおよびプロモーションルームを廃止する。
(3)Robin Discs を廃止する。
(4)新たに販売促進本部を設ける。
(5)dohb discs および Neosite DISCS を EPIC グループから SMEJ Associated Records に移管する。

7.

中曽根オフィスの呼称を GT music と改める。

8.

マルチメディアグループ

(1)新たに PM プロジェクト推進室を置く。
9.

新たに N プロジェクトを設ける。

10. 新たに K プロジェクトを設ける。
11. 新たに SACD プロジェクトを設ける。
12. 営業グループ
(1)販売推進部を廃止し、新たに第１販売推進部および第２販売推進部を設ける。
(2)新たに OS 営業部を設ける。
(3)新たに SV 営業部を設ける。
(4)企画販売部を廃止し、新たに企画営業部を設ける。
(5)新たに開発営業部を設ける。
13. 生産グループプロダクションセンター
(1)新たに、シックスシグマ推進室を設ける。
(2)ISO 推進グループを設け、品質管理グループ、ファシリティー管理グループの ISO 業務を

移管する。
(3)新たに、茨城 PC に総務グループを設ける。
(4)製造技術グループを、静岡 PC より技術センターに移管する。
14. 経営計画グループ
(1)証券業務部を廃止する。
15. 経理グループ
(1)経理グループを廃止し、業務を株式会社ソニー・ミュージックシステムズに委託する。
※株式会社ソニー・ミュージックシステムズ(情報処理・情報提供サービス)は、当社の子会社です。

III．人事異動の件（2000 年 2 月 1 日付／部長職以上）
＜氏 名＞

＜新＞
SMEJ インターナショナル

山本正実

カタログ・マーケティング部部長
兼輸入盤マーケティング部部長

五藤 宏

宣伝会議議長（委嘱）

斎藤和久

宣伝会議プロデューサー

下田 勲

宣伝会議プロデューサー

佐藤康広

SME Records 代表

SME Records 代表付
河合誠一

チーフプロデューサー

マイケル

兼 SO Records（仮称）代表付
チーフプロデューサー

藤岡孝章

佐藤洋文

チーフプロデューサー

EPIC グループ第 3 グループ部長
営業グループ販売推進部次長
(第 2 販売推進課担当)
SME Records A&R ルーム 1 部長
兼チーフプロデューサー
SME Records ディレクターズルーム
チーフプロデューサー
兼 SMEJ Associated Records
第 1 グループ制作部 D ルーム
チーフプロデューサー
SME Records A&R ルーム 2 部長

チーフプロデューサー

兼チーフプロデューサー

SO Records（仮称）代表

A&R グループチーフプロデューサー
兼 A&R グループ A&R1
チーフプロデューサー

瀬尾 勝

EPIC グループ企画開発部

SME Records A&R ルーム 3

SO Records（仮称）
大坂 映

＜旧＞

SMER/SOR プロモーショングループ部長

赤沼三千夫 SR グループ企画推進部部長

営業グループ販売推進部次長
（第 1 販売推進課担当）
SMEJ Associated Records
第 1 グループ制作部
チーフプロデューサー
Sony Records プロモーショングループ次長
SMEJ Associated Records
第 1 グループ副代表（販売促進部担当）

兼第 1 グループ販売促進部部長
山口三平

制作業務推進グループ国際部部長

大原正裕

EPIC Records 代表

山本愼太郎 SO What?Records 代表

制作業務推進グループ国際部次長
EPIC Records
ディレクターズルームプロデューサー
SO What?RecordsA&R ルーム部長
SO What?Records 代表

小谷和己

EPIC グループ販売促進本部本部長

野中規雄

N プロジェクト（委嘱）

SME Records 代表（委嘱）

和田将志

N プロジェクト

SME Records デイレクターズルーム部長

兼 SO What?RecordsA&R ルーム部長

EPIC Records 代表（委嘱）
小坂洋二

K プロジェクト（委嘱）

兼 EPIC Records
デイレクターズルーム部長（委嘱）

徳平 剛

杉本明信

深瀬俊行

営業グループ副本部長

営業グループ副本部長

兼第 1 販売推進部部長

兼販売推進部部長

兼営業企画部部長

兼営業企画部部長

営業グループ第 2 販売推進部部長 兼 SV 営業部
部長
営業グループ OS 営業部部長 兼東京第１営業所
所長

営業グループ札幌営業所所長

営業グループ東京第 1 営業所所長
営業グループ大阪営業所次長

雨宮圭吾

営業グループ名古屋営業所所長

原口孝雄

営業グループ企画営業部部長

営業グループ企画販売部部長

生産グループプロダションセンター本部長

生産グループプロダションセンター

兼統括管理センターセンター長

統括管理センターセンター長

浅倉 哲

生産グループプロダションセンター
岡部 篤

静岡 PC センター長
兼静岡 PCISO 推進グループグループ長
生産グループプロダションセンター

山本清志

静岡 PCIE グループグループ長
兼静岡 PC シックスシグマ推進室室長

吉田龍矢

室岡隆夫

室岡隆夫

（営業課担当）

生産グループプロダションセンター
静岡 PC センター長

生産グループプロダションセンター
静岡 PCIE グループグループ長

生産グループプロダションセンター

生産グループプロダションセンター

茨城 PC 製造グループグループ長

茨城 PC 製造グループ(吉田チーフ)チーフ

生産グループプロダションセンター

生産グループプロダションセンター

茨城 PC 管理グループグループ長

茨城 PC 製造グループグループ長

生産グループプロダションセンター

生産グループプロダションセンター

茨城 PC 管理グループグループ長

茨城 PC 製造グループグループ長

小池幸雄

内藤剛一

生産グループプロダションセンター

生産グループプロダションセンター

茨城 PC 総務グループグループ長

茨城 PC 管理グループグループ長

生産グループプロダションセンター

生産グループプロダションセンター

技術センター製造技術グループグループ長

静岡 PC 製造技術グループグループ長

録音グループ本部長
伊藤八十八

兼録音部部長
兼アジアマーケティング部部長
兼 SACD プロジェクトチーフプロデューサー

竹内成和

総合企画グループ本部長

録音グループ本部長
兼録音部部長
兼アジアマーケティング部部長
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ出向役
員
（株）ソニー・ミュージックコミュニケーション

水野富夫

総務グループ本部長

ズ

兼総務本部長

管理部部長（委嘱）
兼総務部部長（委嘱）

菊池一男
村越茂雄

総務グループお客様相談室室長
人事部付 デジタルメディアエンタテインメント（株）
出向

人事グループ HRC プロジェクト部長
営業グループ名古屋営業所所長

※株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ(アーティストマネージメント・音楽出版事業)と、株式会社ソニー・ミ
ュージックコミュニケーションズ(製版・商業デザインの企画、広告代理業)は、当社の子会社です。
以上

◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広報チーム

