
▼３月２９日付（定時株主総会とその後の取締役会で正式決定）

《取締役の新任・担務変更》

<新職> <氏名> <現職>

取締役副社長 木舟　一郎 取締役副社長

販売／製作統括、法人ソリューション担当 （きふね・いちろう） 販売／製作／情報技術統括

専務取締役 長谷部　剛 専務取締役

東京本社編集局長 （はせべ・つよし） 経営企画／法務／特別企画統括、ＦＴ事業統括補佐

専務取締役 野村　裕知 専務取締役

デジタル事業統括、ＦＴ事業担当、日経ヨーロッパ社会
長

（のむら・ひろとも）
デジタル事業／電子版／人材教育事業統括、ＦＴ事業統括補
佐、日経ヨーロッパ社会長

専務取締役 近藤　勝義 専務取締役

グローバル事業／人材教育事業担当、情報技術統括 （こんどう・かつよし） 東京本社編集局長

専務取締役（新任） 田中　信行

総務／労務／管財担当、電波統括 （たなか・のぶゆき） （日経ＢＰ取締役）

常務取締役(新任） 桑田　一郎 常務執行役員

クロスメディア営業／文化事業／特別企画担当 （くわた・いちろう） 秘書室長

常務取締役(新任） 平田　喜裕 常務執行役員

デジタル事業担当 （ひらた・よしひろ） 東京本社編集局長補佐

常務取締役(新任） 吉田　直人 執行役員

経営企画／法務担当、インデックス事業統括 （よしだ・なおと） 総務局長

取締役(新任） 新実　傑 執行役員

（日経ＢＰ代表取締役社長＝3月28日付） （にいのみ・すぐる） 東京本社編集局総務

《取締役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 石川　一郎 専務取締役

（いしかわ・いちろう） 総務／労務／管財／電波統括

退任 木村　芳文 専務取締役

（格付投資情報センター取締役副社長＝3月25日付） （きむら・よしふみ） クロスメディア営業／文化事業統括

退任 長田　公平 取締役

（日経ＢＰ取締役会長＝3月28日付） （おさだ・こうへい） （日経ＢＰ代表取締役社長）

《監査役の新任》

<新職> <氏名> <現職>

監査役（新任） 中村　良

（なかむら・りょう） (日経リサーチ代表取締役社長）

社外監査役（新任） 川村　隆

(日立製作所相談役） （かわむら・たかし） (日立製作所相談役）

《監査役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 秋吉　穫 監査役

（あきよし・みのる）

退任 蛭田　史郎 社外監査役

（旭化成常任相談役） （ひるた・しろう） （旭化成常任相談役）
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《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

販売担当 （すずき・さとる） 名古屋支社代表

専務執行役員 原田　亮介 専務執行役員

論説委員長 （はらだ・りょうすけ） グローバル事業／ＮＡＲ事業担当

専務執行役員（昇任） 今井　秀和 常務執行役員

（日経グループアジア本社社長） （いまい・ひでかず） （日経グループアジア本社社長）

常務執行役員 宮本　明彦 常務執行役員

名古屋支社代表 （みやもと・あきひこ） 電波担当

常務執行役員 高見　信三 常務執行役員

情報技術担当 （たかみ・しんぞう） デジタルメディア担当

常務執行役員（昇任） 塚本　隆也 執行役員

東京本社販売局長 （つかもと・たかや） 東京本社販売局長

常務執行役員（昇任） 栢　俊彦 執行役員

（日経アメリカ社社長） （かや・としひこ） 文化事業担当

常務執行役員（昇任） 斎藤　仁志 執行役員

電波担当 （さいとう・ひとし） 電波本部長

常務執行役員（昇任） 鈴木　克之 執行役員

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

常務執行役員（昇任） 阪本　浩伸 執行役員

大阪本社編集局長 （さかもと・ひろのぶ） 大阪本社編集局長

執行役員 渡辺　洋之 執行役員

デジタル事業担当補佐、電子版統括 （わたなべ・ひろゆき） 電子版担当

執行役員（新任） 小松　潔

文化事業局長 （こまつ・きよし） 文化事業局長

執行役員（新任） 保母　拡一朗

クロスメディア大阪営業局長 （ほぼ・こういちろう） クロスメディア大阪営業局長

執行役員（新任） 森田　勝久

経理局長 （もりた・かつひさ） 経理局長

執行役員（新任） 寺島　洋晶

内部監査室長 （てらしま・ひろあきら） 内部監査室総務

執行役員（新任） 伊藤　圭子

文化事業担当補佐 （いとう・けいこ） 文化事業局次長

《執行役員の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 芹川　洋一 専務執行役員

論説主幹 （せりかわ・よういち） 論説委員長

退任 塚田　雅彦 専務執行役員

（つかだ・まさひこ） 販売担当

退任 徳田　潔 専務執行役員

（とくだ・きよし） デジタル事業統括補佐

退任 荒木　洋一 常務執行役員

（日経プラザ＆サービス代表取締役社長＝3月28日付） （あらき・よういち） 内部監査室長

退任 金子　豊 常務執行役員

（日本経済新聞出版社取締役副社長＝3月28日付） （かねこ・ゆたか） クロスメディア営業担当

退任 大塚　敏生 常務執行役員

（日経統合システム代表取締役社長＝3月25日付） （おおつか・としお） 情報技術担当

退任 福本　敏彦 常務執行役員

（日経リサーチ取締役＝3月28日付） （ふくもと・としひこ） 特別企画担当

退任 奥村　幸広 執行役員

（おくむら・ゆきひろ） 日経中文網発行人兼日経創意（北京）董事長

退任 篠原　昇司 執行役員

（日経ＨＲ取締役副社長＝3月28日付） （しのはら・しょうじ） 人材教育事業担当

2



▼４月１日付

《局長・本部長級》　

<新職> <氏名> <現職>

デジタルメディア局長 佐藤　吉哉 顧客サービス本部長

（さとう・よしや）

グローバル事業局長 新藤　政史 ＦＴ事業室長兼グローバル事業局長

（しんどう・まさし）

人材教育事業担当補佐 中畑　孝雄 人材教育事業局長

（なかはた・たかお）

グループ経営室長 野間　潔 （日経アメリカ社社長）兼米州編集総局長

（のま・きよし）

デジタル事業担当補佐 中嶋　規夫 （日経メディアマーケティング取締役）

（なかじま・のりお）

業務改革推進本部長 村田　文教 東京本社編集局次長兼記事審査部長

（むらた・ふみのり）

総務局長 藤井　達郎 東京本社編集局次長兼地方部長

（ふじい・たつろう）

ＦＴ事業室長 松本　元裕 グローバル事業局次長兼新規事業準備室長兼ＦＴ事業室次長

（まつもと・もとひろ）

顧客サービス本部長 三宅　耕二 京都支社長

（みやけ・こうじ）

人材教育事業局長 高畠　知子 人材教育事業局次長

（たかはた・ともこ）

電波本部長 加増　良弘 （テレビ東京報道局長）

（かます・よしひろ）

3


