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役員体制の変更及び役員の異動等に関するお知らせ 

当社は、２０２１年５月１３日開催の取締役会において、下記のとおり、役員体制の変更及び

役員の異動等を内定しましたのでお知らせします。なお、２０２１年６月２９日付け役員体制の

変更及び役員の異動につきましては、同日開催予定の第８８期定時株主総会、その後の取締役会

において正式決定される予定です。 

完全子会社の日本テレビ放送網株式会社の役員の異動等についても、お知らせいたします。 

  （１）取締役構成の変更 

取締役会の意思決定の「迅速化」「機動性」を図るため、取締役の員数を１２名から 

９名に減員します。 

独立社外取締役は９名中４名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率 

は３分の１以上となります。 

  （２）執行役員体制の導入 

 当社グループを取り巻く経営環境の急激な変化を踏まえ、執行役員制度を導入いた

します。事業会社である日本テレビ放送網株式会社の役員と主要なグループ会社の社

長を当社執行役員に任命することで、企業価値の向上とグループガバナンスの強化を

図ります。 

１．役員の異動  ＊（ ）内は現職 

＜６月１日付＞  

日本テレビホールディングス株式会社 

新任または昇任 

経営戦略局長 岡部 智洋 （編成戦略局長） 

編成戦略局長 森實 陽三 （日本テレビ 情報・制作局次長） 

総務・人事管理局長 伊藤 弥佳 （経営戦略局長） 

経営管理局長 小谷野俊介 （総務・人事管理局長） 

日本テレビ放送網株式会社 

新任または昇任 

執行役員 営業局長 松本 達夫 （営業局長） 

  執行役員 人事局長 伊藤 弥佳 （社長室長） 

執行役員 情報・制作局専門局長 髙橋 利之（情報・制作局専門局長） 

社長室長 岡部 智洋 （編成局長） 

経理局長 小谷野俊介 （人事局長） 

編成局長 森實 陽三 （情報・制作局次長） 

技術統括局長 佐治 佳一 （経理局担当局次長） 



 

＜６月２９日付＞  

 

日本テレビホールディングス株式会社 

昇 任 

 代表取締役 副会長 小杉 善信 （代表取締役） 

新  任 

監査役     嶋田
し ま だ

   隆
たかし

 （富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役） 

退 任 

      取締役      石澤   顕 

      取締役     一本   哉 

      取締役     玉井 忠幸 

監査役      兼元 俊德 

執行役員（新設） 

上席執行役員    石澤   顕 （取締役） 

上席執行役員    一本   哉 （取締役） 

上席執行役員    玉井 忠幸 （取締役） 

上席執行役員    酒巻 和也 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員 

  株式会社ティップネス 代表取締役社長） 

上席執行役員    於保 浩之 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員 

  ＨＪホールディングス株式会社 代表取締役社長） 

執行役員    粕谷 賢之 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員） 

執行役員    福田 博之 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員） 

執行役員    柴田 康弘 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員） 

執行役員    黒崎 太郎 （日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員） 

執行役員    黒岩 直樹 （日本テレビ放送網株式会社 執行役員） 

執行役員    沢  桂一 （日本テレビ放送網株式会社 執行役員） 

 

日本テレビ放送網株式会社 

昇 任 

  代表取締役 副会長執行役員 小杉 善信（代表取締役 社長執行役員） 

  代表取締役 社長執行役員  杉山 美邦（代表取締役 執行役員） 

    取締役 常務執行役員  粕谷 賢之（取締役 執行役員） 

 取締役 常務執行役員  福田 博之（取締役 執行役員） 

新  任 

取締役 執行役員        黒岩 直樹（執行役員 経理局長）  

取締役 執行役員        沢  桂一（執行役員 グローバルビジネス局長） 

監査役         嶋田
し ま だ

   隆
たかし

（富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役） 

 

退  任 

取締役 執行役員 酒巻 和也 

取締役 執行役員 於保 浩之 

監査役          兼元 俊德 

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 副会長 （昇任） 小　杉　善　信

代表取締役 社長 杉　山　美　邦

取締役 （非常勤） 渡　辺　恒　雄

取締役 （非常勤） 山　口　寿　一

取締役 （非常勤） 今　井　　　敬 独立社外取締役

取締役 （非常勤） 佐　藤　　　謙 独立社外取締役

取締役 （非常勤） 垣　添　忠　生 独立社外取締役

取締役 （非常勤） 真　砂　　　靖 独立社外取締役

〔執行役員〕

上席執行役員 石　澤　　　顕 経営戦略、ICT、広報･コンプライアンス担当

上席執行役員 一　本　　　哉 総務、業務監査担当

上席執行役員 玉　井　忠　幸 人事･労務、メディア担当

上席執行役員 酒　巻　和　也 生活･健康関連事業担当

上席執行役員 於　保　浩　之 配信事業担当

執行役員 粕　谷　賢　之 報道担当

執行役員 福　田　博　之 編成戦略担当

執行役員 柴　田　康　弘 技術担当

執行役員 黒　崎　太　郎 営業担当

執行役員 黒　岩　直　樹 経理、グループ会社担当

執行役員 沢　　　桂　一 グローバルビジネス、不動産事業担当

〔監査役〕

常勤監査役 吉　田　　　真

監査役 （非常勤） （新任） 嶋　田　　　隆 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 能　勢　康　弘 常勤監査役の補欠監査役

〔退任〕

取締役 石　澤　　　顕

取締役 一　本　　　哉

取締役 玉　井　忠　幸

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2021年6月29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 副会長執行役員 (昇任） 小　杉　善　信

代表取締役 社長執行役員 (昇任） 杉　山　美　邦

取締役 専務執行役員 石　澤　　　顕 ＩＣＴ、社長室、広報・コンプライアンス担当

取締役 常務執行役員 一　本　　　哉 総務、業務監査担当

取締役 常務執行役員 玉　井　忠　幸 人事・労務、メディア担当

取締役 常務執行役員 (昇任） 粕　谷　賢　之 報道担当

取締役 常務執行役員 (昇任） 福　田　博　之 編成、情報・制作、スポーツ担当

取締役 執行役員 柴　田　康　弘 技術担当

取締役 執行役員 黒　崎　太　郎 営業、データマネジメント担当

取締役 執行役員 （新任） 黒　岩　直　樹 経理、グループ会社担当

取締役 執行役員 （新任） 沢　　　桂　一 グローバルビジネス、不動産事業担当

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） （新任） 嶋　田　　　隆

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 酒　巻　和　也

取締役 執行役員 於　保　浩　之

監査役 （非常勤） 兼　元　俊　德

以 上

新たな経営体制について（予定）
（2021年6月29日付）


