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【NEWS RELEASE】 

2021年3月25日 

株式会社KADOKAWA 

 

代表取締役および役員の異動、執行役員人事のお知らせ 

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹）は、2021年3月25日開

催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動について内定いたしました。本件に

つきましては、2021年6月22日開催予定の第7回定時株主総会および同総会後の取締役会において、正

式に決定する予定です。また、2021年4月1日付で執行役員人事も行いますので、併せてお知らせいたし

ます。 
 
 
１．目的 

当社事業を取り巻く大きな環境の変化が今後も予想される中、今期を初年とする3カ年を対象とした

中期経営目標を達成し、出版・アニメ・ゲーム・教育の4事業を中心にさらなる事業の成長を実現する

ためには、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を含めた経営スピードの加速と、変化し

続ける事業環境により柔軟に対応しながらの改革実行、経営におけるグローバル視点の強化が肝要と考

えております。当社では、DX推進と全従業員が時間や場所にとらわれず自律的に行動する働き方＝

Activity Based Workingの考えを導入した働き方改革が功を奏し、世界的な新型コロナウイルス禍でも

安定的なコンテンツ生産体制を堅持、2021年3月期 第3四半期累計期間（2020年4～12月）ではすべて

の利益項目において過去最高を達成し、通期連結業績予想を上方修正いたしました。厳しい環境下にお

いても好調な業績推移にある今こそ、DXへの深い見識と事業に対する幅広い知見、豊富な海外事業実

績などを有する次世代を中心とした新たな経営体制へ移行する時機であると判断し、今回の役員人事を

行うものです。当社では、グローバル・メディアミックスとIP価値の最大化により、今後も企業価値の

向上に邁進してまいります。 
 
２．役員人事の内容 
 
（１）代表取締役の異動（2021年6月22日予定） 

氏名 新役職名 現役職名 

夏野 剛 代表取締役社長 

 

取締役 

㈱ドワンゴ 代表取締役社長 

山下 直久 代表取締役 取締役 

※退任する松原眞樹は、新たに代表権を有さない取締役副会長に就任いたします。 
※退任する井上伸一郎は、新たに顧問に就任いたします。 
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（２）その他の役員の異動（2021年6月22日予定） 

①新任予定取締役 

氏名 新役職名 現役職名 

周 欣寧 取締役 ㈱J-GUIDE Marketing 常務取締役 

鵜浦 博夫 社外取締役 - 

②退任予定取締役 
   社外取締役  髙須 武男 
 
（３）取締役・監査役の体制（2021年6月22日付） 

氏名 役職名 

角川 歴彦 取締役会長 

松原 眞樹 取締役副会長 

夏野 剛 代表取締役社長 

山下 直久 代表取締役 

安本 洋一 取締役 

加瀬 典子 取締役 

川上 量生 取締役 

周 欣寧 取締役 

鵜浦 博夫 社外取締役 

森泉 知行 社外取締役 

船津 康次 社外取締役 

ジャーマン・ルース マリー 社外取締役 

髙山 康明 監査役 

渡辺 彰 監査役 

渡邊 顯 社外監査役 

菊地 麻緒子 社外監査役 
 
（４）新任役員の略歴 

【代表取締役社長 夏野 剛（なつの たけし）】 

生年月日 1965年3月17日（満56歳） 

略歴  1988年4月 ㈱東京ガス入社 
1990年6月 ㈱ハイパーネット取締役副社長 

  1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社 
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  2005年6月 同社執行役員マルチメディアサービス部長 
  2008年5月 慶應義塾大学政策メディア研究科特別招聘教授（現任） 
  2008年6月 セガサミーホールディングス㈱取締役（現任） 
  2008年6月 トランス・コスモス㈱取締役（現任） 
  2008年12月 ㈱ドワンゴ取締役 
  2009年6月 ㈱ディー・エル・イー取締役 
  2009年9月 グリー㈱取締役（現任） 
  2010年12月 ㈱U-NEXT（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）取締役（現任） 
  2014年10月 当社取締役 
  2016年8月 日本オラクル㈱取締役（現任） 
  2017年6月 ㈱AWSホールディングス（現㈱Ubi com ホールディングス）取締役 
  2017年6月 ㈱海外需要開拓支援機構取締役 
  2018年6月 ㈱ムービーウォーカー代表取締役会長（現任） 
  2018年10月 ㈱ブックウォーカー取締役（現任） 
  2018年10月 ㈱KADOKAWA（現㈱KADOAKWA Future Publishing）取締役 
  2019年2月 ㈱ドワンゴ代表取締役社長（現任） 
  2019年6月 当社取締役 
  2020年4月 当社取締役 専務執行役員 デジタル事業本部長 

2020年10月  当社取締役 執行役員 Chief Digital Officer（現任） 
 
 
【代表取締役 山下 直久（やました なおひさ）】 

生年月日 1958年2月9日（満63歳） 

略歴  1981年1月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA Future Publishing）入社 
2007年1月 ㈱角川書店取締役 
2007年4月 ㈱角川プロダクション取締役 
2007年6月 ㈱富士見書房代表取締役社長 
2008年3月 ㈱キャラアニ取締役 
2010年4月 ㈱角川学芸出版代表取締役社長 
2010年4月 台湾国際角川書店股份有限公司董事 
2012年6 月 ㈱角川書店代表取締役専務 
2012年6 月 ㈱角川エディトリアル（現パーソルメディアスイッチ㈱） 

代表取締役社長 
2013年12 月 ㈱汐文社取締役 
2014年7 月 ㈱角川ブックナビ代表取締役社長 
2014年4 月 ㈱KADOKAWA（現㈱KADOKAWA Future Publishing）取締役 
2015年10 月 ㈱ビルディング・ブックセンター取締役 
2016年4 月 ㈱KADOKAWA（現㈱KADOAKWA Future Publishing）常務執行役員 
2016年7 月 ㈱ブックウォーカー取締役 
2016年7月 ㈱エイガウォーカー（現㈱ムービーウォーカー）取締役 
2017年7月 ㈱Gzブレイン（現㈱KADOKAWA Game Linkage）取締役 
2019年2月 当社執行役員 
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2019年4月 ㈱KADOKAWA（現㈱KADOKAWA Future Publishing） 
常務執行役員 グループ人事・総務本部長 

2019年7月 当社常務執行役員 グループ人事・総務本部長 
2020年6月  当社取締役 常務執行役員 グループ人事・総務本部長 
2020年10月 当社取締役 執行役員 Chief Human Resources Officer 

兼 Chief Literature & Movie Officer（現任） 
 
 
【取締役 周 欣寧（しゅう きんねい）】 

生年月日 1977年7月10日生（満43歳） 

略歴  2000年7月 EJ Marketing Ltd.（台湾） 
2003年7月 台湾国際角川書店股份有限公司 メディア事業部 
2006年7月 同社同事業部 版権主任 
2008年7月 KADOKAWA HOLDINGS ASIA LTD. 開発担当 
2011年5月 台湾国際角川書店股份有限公司 

デジタル事業開発プラットフォームマネージャー 
2014年3月 KADOKAWA HOLDINGS ASIA LTD. シンガポールオフィス駐在代表 
2015年4月 DeNA China Senior Strategy Planner 
2016年4月 KADOKAWA HOLDINGS ASIA LTD.より当社へ出向 
2017年4月 当社入社 
2018年4月 当社海外事業局 海外事業戦略室 課長（現任） 
 2018年4月 ㈱J-GUIDE Marketing 常務取締役（現任） 

 
 
【社外取締役 鵜浦 博夫（うのうら ひろお）】 

生年月日 1949年1月13日生（満72歳） 

略歴  1973年4月 日本電信電話公社入社 
2002年6月 日本電信電話㈱取締役 
2007年6月 同社常務取締役 
2008年6月 同社代表取締役副社長 
2012年6月 同社代表取締役社長 
2018年6月 同社相談役（現任） 
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（４）執行役員の体制（2021年4月1日付） 

氏名 役職名および委嘱業務 ※（ ）内は CO の略称 

角川 歴彦 会長執行役員 

松原 眞樹 社長執行役員 

夏野 剛 執行役員 Chief Digital Officer（CDO） 

山下 直久 執行役員 Chief Human Resources Officer（CHRO） 

兼 Chief Literature & Movie Officer（CLMO） 

安本 洋一 執行役員 Chief Financial Officer（CFO） 

青柳 昌行 執行役員 Chief Publishing Officer（CPO） 

村川 忍 執行役員 Chief Marketing Officer（CMO） 

兼 Chief IP Licensing Officer（CLO） 

菊池 剛 執行役員 Chief Anime Officer（CAO） 

関谷 幸一 執行役員 Chief eXperience Officer（CXO） 

兼 Chief Manufacturing & Logistics Officer（CMLO） 

兼 BEC推進室長 

泉水 敬 執行役員 Chief Gaming Officer（CGO） 

兼 Chief Global-marketing Officer（CGLO） 

堀内 大示 執行役員 文芸・映像事業局長 

兼 文芸・映像事業グループ担当執行役員 

沖野 総司 内部統制グループ担当執行役員 

川金 正法 出版事業グループ担当執行役員 

各務 茂雄 執行役員 DX戦略アーキテクト局長 

宮崎 英高 執行役員 グループゲーム事業担当 

橋場 一郎 執行役員 デジタル事業担当  

※退任する芳原世幸は、新たに顧問に就任いたします。 
※退任する横沢隆は、新たに ㈱角川メディアハウス 代表取締役社長に就任いたします。 

 
以上 

 

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】 
株式会社KADOKAWA 広報部 

E-mail：pr-dept@kadokawa.jp 
KADOKAWAグループ ポータルサイト：https://group.kadokawa.co.jp/ 

mailto:pr-dept@kadokawa.jp
https://group.kadokawa.co.jp/

