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桑田 一郎 

 
 
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話に

なっております。 
 
 弊社は 2015 年３月に実施する役員・局長級人事を内定しましたので、ここに

お知らせします。別紙発表資料をご参照下さい。 
 
  

敬具 
 
 
 
 
 



▼３月２６日付（定時株主総会とその後の取締役会で正式決定）

《取締役の昇任・新任・担務変更》

<新職> <氏名> <現職>

代表取締役会長（昇任） 喜多　恒雄 代表取締役社長

（きた・つねお）

代表取締役社長（昇任） 岡田　直敏 取締役副社長

（おかだ・なおとし） グローバル事業統括、ＮＡＲ事業担当

取締役副社長 小孫　茂 取締役副社長

電波統括 （こまご・しげる） 販売統括、電波／特別企画室担当

取締役副社長（昇任） 村上　一則 専務取締役

グループ経理統括 （むらかみ・かずのり） 経理担当

取締役副社長（昇任） 木舟　一郎 専務取締役

販売／製作／情報技術統括 （きふね・いちろう） 情報技術／製作部門担当

専務取締役(昇任） 長谷部　剛 常務取締役

経営企画／法務／特別企画統括 （はせべ・つよし） 法務／インデックス事業統括、経営企画／広報

／リスク管理・コンプライアンス担当

専務取締役(昇任） 石川　一郎 常務取締役

総務／労務／管財統括 （いしかわ・いちろう） 総務／労務／管財／少子化対策／業務改革推進担当

専務取締役(昇任） 野村　裕知 常務取締役

デジタル事業／電子版／人材教育事業統括 （のむら・ひろとも） デジタル事業／コンテンツ事業／人材・教育事業担当

専務取締役(昇任） 近藤　勝義 常務取締役

東京本社編集局長 （こんどう・かつよし） 東京本社編集局長

専務取締役(新任） 木村　芳文 専務執行役員

クロスメディア営業／文化事業統括 （きむら・よしふみ） クロスメディア営業担当

《取締役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 平田　保雄 取締役会長

顧問 （ひらた・やすお）

退任 佐藤　雅徳 代表取締役副社長

顧問 （さとう・まさのり） クロスメディア営業統括、文化事業担当

《監査役の新任》

<新職> <氏名> <現職>

社外監査役（新任） 服部　重彦

(島津製作所代表取締役会長） （はっとり・しげひこ） (島津製作所代表取締役会長）

《監査役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 柴田　昌治 社外監査役

（日本ガイシ相談役） （しばた・まさはる） （日本ガイシ相談役）

《執行役員の昇任・新任・担務変更》

<新職> <氏名> <現職>

専務執行役員 鈴木　諭 専務執行役員

名古屋支社代表 （すずき・さとる） 販売部門担当

専務執行役員（昇任） 峯尾　一弘 常務執行役員

経理担当 （みねお・かずひろ） 経理局長

専務執行役員（昇任） 塚田　雅彦 常務執行役員

販売担当 （つかだ・まさひこ） 東京本社販売局長

専務執行役員（昇任） 原田　亮介 常務執行役員

グローバル事業／ＮＡＲ事業担当 （はらだ・りょうすけ） グローバル事業担当

日本経済新聞社　役員・局長級人事
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常務執行役員 山脇　晴子 常務執行役員

大阪本社副代表兼大阪本社代表室長 （やまわき・せいこ） 文化事業担当補佐

常務執行役員 金子　豊 常務執行役員

クロスメディア営業担当 （かねこ・ゆたか） 大阪本社副代表兼大阪本社代表室長

常務執行役員（昇任） 大塚　敏生 執行役員

情報技術担当 （おおつか・としお） 情報技術本部長

常務執行役員（昇任） 福本　敏彦 執行役員

特別企画担当 （ふくもと・としひこ） 特別企画室長

常務執行役員（昇任） 宮本　明彦 執行役員

電波担当 （みやもと・あきひこ） 大阪本社編集局長

常務執行役員（昇任） 平田　喜裕 執行役員

東京本社編集局長補佐 （ひらた・よしひろ） 東京本社編集局長補佐

執行役員 塚本　隆也 執行役員

東京本社販売局長 （つかもと・たかや） 東京本社販売局総務

執行役員（新任） 磯野　直之

コンテンツ事業室長 （いその・なおゆき） コンテンツ事業室長

執行役員（新任） 栢　俊彦

文化事業担当 （かや・としひこ） 日本経済新聞出版社取締役

執行役員（新任） 阪本　浩伸

大阪本社編集局長 （さかもと・ひろのぶ） 経営企画室長

執行役員（新任） 斎藤　仁志

電波本部長 （さいとう・ひとし） 電波本部長

執行役員（新任） 吉田　直人

総務局長 （よしだ・なおと） 総務局長

執行役員（新任） 篠原　昇司

人材教育事業担当 （しのはら・しょうじ） 人材･教育事業本部長

執行役員（新任） 鈴木　克之

クロスメディア営業局長 （すずき・かつゆき） クロスメディア営業局長

執行役員（新任） 宮本　寿昭

製作担当 （みやもと・としあき） 東京本社製作局長

執行役員（新任） 渡辺　洋之

電子版担当 （わたなべ・ひろゆき） デジタル編成局長

《執行役員の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 木本　芳樹 専務執行役員

情報技術顧問 （きもと・よしき） 情報技術顧問

退任 泉　宣道 専務執行役員

顧問 （いずみ・のぶみち） 名古屋支社代表

退任 谷亀　隆幸 執行役員

（３月25日付で日経ＰＲ代表取締役社長） （やがめ・たかゆき） 大阪本社販売局長

退任 坂村　道生 執行役員

（３月25日付で日経メディアマーケティング常務取締役） （さかむら・みちお） グループ経営室長
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▼４月１日付

《局長・本部長級》　

<新職> <氏名> <現職>

特別企画室長 柿木　英人 特別企画室次長

（かきのき・ひでと）

法人ソリューション本部長 稲宮　豊明 特別企画室次長

（いなみや・とよあき）

業務改革推進本部長 柳川　茂治 業務改革推進本部総務

（やながわ・しげはる）

経営企画室長 中野　義一 経営企画室次長

（なかの・よしかず）

広報室長 浅見　昭彦 経営企画室次長

（あさみ・あきひこ）

グループ経営室長 影井　正美 東京本社編集局次長

（かげい・まさみ）

情報技術本部長 末武　雅久 情報技術本部副本部長

（すえたけ・まさひさ）

経理局長 森田　勝久 経理局次長

（もりた・かつひさ）

グローバル事業局長 新藤　政史 日経ヨーロッパ社社長兼欧州編集総局長

（しんどう・まさし）

人材教育事業局長 中畑　孝雄 人材・教育事業本部副本部長

（なかはた・たかお）

デジタル編成局長 竹之内　源市 大阪本社編集局次長

（たけのうち・げんいち）

デジタルビジネス局長 品田　卓 デジタル編成局総務

（しなだ・すぐる）

東京本社製作局長 丸山　正人 大阪本社製作本部長

（まるやま・まさと）

大阪本社製作本部長 矢木　正哉 東京本社製作局次長

（やぎ・まさや）

大阪本社販売局長 森田　荒 大阪本社販売局次長

（もりた・あらし）

クロスメディア大阪営業局長 保母　拡一朗 デジタルビジネス局長

（ほぼ・こういちろう）

日経ヨーロッパ社社長兼欧州編集総局長 滝山　晋 東京本社編集局次長兼ＮＡＲ編集長

（たきやま・すすむ）
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