
２０２０年５月１４日 

各 位 

会 社 名 日本テレビホールディングス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長 大久保 好 男 

（コード番号 9404 東証第一部）

問合せ先 経営戦略局広報部長 佐々木   尚 

（TEL. 03-6215-4111） 

代表取締役の異動及び役員の異動等に関するお知らせ 

当社は、２０２０年５月１４日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及

び役員の異動等を内定しましたのでお知らせします。なお、２０２０年６月２６日付け代表取締

役の異動及び役員の異動につきましては、同日開催予定の第８７期定時株主総会、及びその後の

取締役会において正式決定される予定です。 

あわせて子会社日本テレビ放送網株式会社の役員の異動等についてお知らせいたします。 

１．代表取締役の異動（２０２０年６月２６日付） 

（１）異動の理由

経営体制の一層の充実と経営基盤を強化するため

（２）異動の内容

氏 名 新役職 現役職 

大久保 好 男 
代表取締役 会長 

経営戦略局（メディア）担当 
代表取締役 会長 

杉 山 美 邦 

代表取締役 社長 

業務監査委員会委員長

経営戦略局統括 

取締役（非常勤） 

小 杉 善 信 
代表取締役 

編成戦略局担当 

代表取締役 社長 

業務監査委員会委員長

編成戦略局担当 

※ なお、小杉善信は、子会社日本テレビ放送網株式会社において、６月２６日付で

引き続き、代表取締役 社長執行役員に再任予定。



（３）新任代表取締役社長の略歴

氏  名： 杉山 美邦（すぎやま よしくに） 

生年月日：  １９５４年１０月１１日（６５歳） 

最終学歴：  １９７８年３月 横浜国立大学経済学部 卒業 

略  歴：  １９７８年４月 ㈱読売新聞社入社 

２００３年６月 ㈱読売新聞東京本社 論説委員 

２００６年６月 同社 経済部長 

２００９年６月 ㈱読売新聞グループ本社 執行役員営業担当 

２００９年６月 ㈱読売新聞東京本社 執行役員経理局長 

２０１０年６月 同社 取締役経理局長 

２０１１年６月 ㈱読売新聞グループ本社 取締役営業担当 

２０１１年６月 ㈱読売新聞東京本社 常務取締役経理局長・関連会社担当 

２０１２年６月 同社 専務取締役経理局長・関連会社担当 

２０１４年６月 ㈱読売新聞グループ本社 取締役西部担当 

２０１４年６月 ㈱読売新聞西部本社 代表取締役社長 

２０１５年６月 ㈱読売新聞グループ本社 取締役大阪担当 

２０１５年６月 ㈱読売新聞大阪本社 代表取締役社長 

２０１７年６月 ㈱読売新聞グループ本社 取締役（現） 

２０１７年６月 ㈱よみうりランド 代表取締役社長（現） 

２０１８年６月 日本郵便㈱ 取締役（現） 

２０１９年６月 日本テレビホールディングス㈱ 取締役（現） 

２０１９年６月 日本テレビ放送網㈱ 取締役（現） 

所有株式数：０株（２０２０年３月３１日現在） 

２．就任予定日 

２０２０年６月２６日 

３．その他の役員の異動 

日本テレビホールディングス株式会社 

＜６月２６日付＞ 

（１） 取締役異動予定

氏 名 新役職 現役職 

石 澤 顕 取締役 専務取締役 

一 本 哉 取締役 常務取締役 

玉 井 忠 幸 取締役 常務取締役 



（２） 退任予定の取締役

氏 名 現役職 

酒 巻 和 也 取締役 

＜６月１日付＞ 

新任 

経営戦略局長 伊藤 弥佳（日本テレビ放送網㈱ 編成局長代理） 

＊（ ）内は現職

日本テレビ放送網株式会社 

＜６月２６日付＞ 

代表取締役の異動 

氏 名 新役職 現役職 

大久保 好 男 
代表取締役 会長執行役員

メディア戦略統括
代表取締役 会長執行役員 

小 杉 善 信 
代表取締役 社長執行役員

業務監査委員会委員長 社長室統括

代表取締役 社長執行役員

業務監査委員会委員長

杉 山 美 邦 

代表取締役 執行役員

グループ推進本部、経理、

海外ビジネス、事業統括 

取締役（非常勤） 

新任取締役 

取締役 執行役員 柴田 康弘（執行役員 技術統括局長） 

取締役 執行役員 黒崎 太郎（執行役員 営業局長） 

＊（ ）内は現職 

退任取締役 

取締役 執行役員 廣瀨 健一 

取締役 執行役員 井上 健 

＜６月１日付＞ 

新任または昇任 

社長室長  伊藤 弥佳（編成局長代理） 

執行役員 経理局長  黒岩 直樹（経理局長）

執行役員 事業局長  沢 桂一（事業局長）

執行役員 情報・制作局長 山田 克也（情報・制作局長）

＊（ ）内は現職 

以上 



日本テレビホールディングス株式会社

〔取締役〕

代表取締役 会長 大久保　好　男

代表取締役 社長 小　杉　善　信 業務監査委員会委員長、編成戦略局担当

専務取締役 石　澤　 　顕 経営戦略局、経営管理局担当

常務取締役 一　本　 　哉 グループ経営戦略会議、業務監査室担当
業務監査委員会副委員長
情報資産保護最高監査責任者

常務取締役 玉　井　忠　幸 総務・人事管理局、
経営管理局（コンプライアンス）担当
情報資産保護最高管理責任者

取締役 酒　巻　和　也 経営戦略局担当補佐

取締役 （非常勤） 渡　辺　恒　雄 社外取締役

取締役 （非常勤） 山　口　寿　一 社外取締役

取締役 （非常勤） 今　井　 　敬 社外取締役

取締役 （非常勤） 佐　藤　 　謙

取締役 （非常勤） 垣　添　忠　生 社外取締役

取締役 （非常勤） 真　砂　 　靖 社外取締役

取締役 （非常勤） 杉　山　美　邦 社外取締役

〔監査役〕

常勤監査役 吉　田　 　真

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德 社外監査役

監査役 （非常勤） 村　岡　彰　敏 社外監査役

監査役 （非常勤） 大　橋　善　光 社外監査役

補欠監査役 （非常勤） 能　勢　康　弘 常勤監査役の補欠監査役

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2020年6月1日付）



日本テレビホールディングス株式会社

〔取締役〕

代表取締役 会長 大久保　好　男 経営戦略局（メディア）担当

代表取締役 社長 （昇任） 杉　山　美　邦 業務監査委員会委員長、経営戦略局統括

代表取締役 小　杉　善　信 編成戦略局担当

取締役 石　澤　 　顕 経営戦略局、経営管理局担当

取締役 一　本　 　哉 グループ経営戦略会議、業務監査室、
総務・人事管理局（総務）担当
業務監査委員会副委員長
情報資産保護最高監査責任者

取締役 玉　井　忠　幸 総務・人事管理局（人事・労務）担当
経営管理局（コンプライアンス）担当
情報資産保護最高管理責任者

取締役 （非常勤） 渡　辺　恒　雄 社外取締役

取締役 （非常勤） 山　口　寿　一 社外取締役

取締役 （非常勤） 今　井　 　敬 社外取締役

取締役 （非常勤） 佐　藤　 　謙

取締役 （非常勤） 垣　添　忠　生 社外取締役

取締役 （非常勤） 真　砂　 　靖 社外取締役

〔監査役〕

常勤監査役 吉　田　 　真

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德 社外監査役

監査役 （非常勤） 村　岡　彰　敏 社外監査役

監査役 （非常勤） 大　橋　善　光 社外監査役

補欠監査役 （非常勤） 能　勢　康　弘 常勤監査役の補欠監査役

〔退任〕

取締役 酒　巻　和　也

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2020年6月26日付）



日本テレビ放送網株式会社

〔取締役〕

代表取締役 会長執行役員 大久保　好　男

代表取締役 社長執行役員 小　杉　善　信 業務監査委員会委員長

取締役 専務執行役員 石　澤　 　顕 ＩＣＴ戦略本部、社長室、経理担当

取締役 常務執行役員 一　本　 　哉 グループ推進本部、業務監査室、技術担当
業務監査委員会副委員長
情報資産保護最高監査責任者

取締役 常務執行役員 玉　井　忠　幸 総務、メディア戦略、人事・労務担当

取締役 執行役員 粕　谷　賢　之 報道局解説委員長
コンプライアンス、報道担当
情報資産保護最高管理責任者

取締役 執行役員 廣　瀨　健　一

取締役 執行役員 酒　巻　和　也 営業、生活・健康関連事業担当
総務担当補佐

取締役 執行役員 福　田　博　之 海外ビジネス、事業、編成、情報・制作、
スポーツ担当

取締役 執行役員 井　上　 　健

取締役 執行役員 於　保　浩　之 ＩＣＴ戦略本部担当補佐

取締役 （非常勤） 渡　辺　恒　雄 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 山　口　寿　一 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 今　井　 　敬 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 佐　藤　 　謙 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 垣　添　忠　生 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 真　砂　 　靖 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 杉　山　美　邦 非業務執行取締役

〔監査役〕

常勤監査役 吉　田　 　真

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德

監査役 （非常勤） 村　岡　彰　敏

監査役 （非常勤） 大　橋　善　光

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2020年6月1日付）



日本テレビ放送網株式会社

〔取締役〕

代表取締役 会長執行役員 大久保　好　男 メディア戦略統括

代表取締役 社長執行役員 小　杉　善　信 業務監査委員会委員長　社長室統括

代表取締役 執行役員 (昇任） 杉　山　美　邦 グループ推進本部、経理、海外ビジネス、
事業統括

取締役 専務執行役員 石　澤 顕 ＩＣＴ戦略本部、社長室、経理担当

取締役 常務執行役員 一　本 哉 グループ推進本部、業務監査室、総務担当
技術統括
業務監査委員会副委員長
情報資産保護最高監査責任者

取締役 常務執行役員 玉　井　忠　幸 メディア戦略、人事・労務担当

取締役 執行役員 粕　谷　賢　之 報道局解説委員長
コンプライアンス、報道担当
情報資産保護最高管理責任者

取締役 執行役員 酒　巻　和　也 生活・健康関連事業担当、総務担当補佐

取締役 執行役員 福　田　博　之 海外ビジネス、事業、編成、情報・制作、
スポーツ担当

取締役 執行役員 於　保　浩　之 ＩＣＴ戦略本部担当補佐

取締役 執行役員 （新任） 柴　田　康　弘 技術担当

取締役 執行役員 （新任） 黒　崎　太　郎 営業担当

取締役 （非常勤） 渡　辺　恒　雄 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 山　口　寿　一 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 今　井 敬 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 佐　藤 謙 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 垣　添　忠　生 非業務執行取締役

取締役 （非常勤） 真　砂 靖 非業務執行取締役

〔監査役〕

常勤監査役 吉　田 真

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德

監査役 （非常勤） 村　岡　彰　敏

監査役 （非常勤） 大　橋　善　光

〔退任〕

取締役 執行役員 廣　瀨　健　一

取締役 執行役員 井　上 健

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2020年6月26日付）


