
                                        
 

平成 28年５月 12日 

各  位 

   会 社 名 株式会社マーベラス       
代 表 者 代表取締役会長 中山 晴喜   

（コード：7844 東証第一部） 
問合せ先 取締役 執行役員 管理統括本部長 

加藤 征一郎  
電話番号 03-5769-7447（代）       

  

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員人事について内定い

たしましたので、お知らせいたします。 

なお、代表取締役の異動および役員人事については、平成 28年６月 21日開催予定の当社第 19回定時株主

総会およびその後の取締役会において正式に決議する予定です。 

 

記 

 
１． 理由 
 当社グループの経営体制を更に強化し、企業価値の向上を図るものであります。 
 
２． 役員人事（平成 28年６月 21日開催予定の定時株主総会日付） 
 
（１）新任取締役候補者 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

泉水 敬 代表取締役副社長 顧問 

有馬 誠 取締役（社外） － 

 
（２）代表取締役の異動 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

泉水 敬 代表取締役副社長 顧問 

 
（３）新任代表取締役候補者の略歴 
氏名（よみがな） 泉水 敬（せんすい たかし） 

生年月日 昭和 39年３月 28日 

主な経歴 昭和 61年 ８月 

平成 ８年 10月 

平成 10年 １月 

平成 11年 ７月 

平成 12年 10月 

 

平成 14年 ５月 

 

平成 18年 ４月 

平成 23年 ７月 

 

平成 28年 ２月 

株式会社リクルート入社 

SAPジャパン株式会社入社 

同社 東京開発センター ゼネラルマネージャー 

同社 マーケティング＆アライアンス担当バイスプレジデント 

ICGジャパン株式会社入社 

ビジネスオペレーション担当マネージングディレクター 

日本マイクロソフト株式会社入社 

Xbox事業本部マーケティング本部長 

同社 執行役 ホーム＆エンターテイメント事業本部長 

同社 執行役 インタラクティブ・エンターテイメント・ビジネス 

ゼネラルマネージャー 

当社顧問（現任） 

所有株式数 ０株 

 



（４）新任取締役候補者の略歴 
氏名（よみがな） 有馬 誠（ありま まこと） 

生年月日 昭和 31年 10月 20日 

主な経歴 昭和 55年 ４月 

昭和 62年 ８月 

昭和 63年 ４月 

平成 ８年 ４月 

平成 ８年 ６月 

平成 12年 ６月 

平成 15年 ６月 

 

平成 16年 10月 

 

平成 20年 10月 

平成 22年 １月 

平成 26年 ２月 

平成 26年 10月 

 

平成 27年 12月 

平成 28年 ４月 

倉敷紡績株式会社入社 

株式会社リクルート入社 

リクルート国際 VAN株式会社 取締役 

ヤフー株式会社入社 

同社 取締役 

同社 常務取締役 

株式会社パソナキャレント（現 株式会社パソナ パソナキャリア 

カンパニー）代表取締役社長 

株式会社アイ・アム（現 株式会社インターワークス）設立 

代表取締役社長 

同社 取締役会長 

グーグル株式会社 代表取締役 

株式会社 MAKコーポレーション設立 代表取締役社長（現任） 

アドロール株式会社 取締役会長 兼 アドロール・グローバル 

副社長（現任） 

C Channel株式会社 取締役（現任） 

株式会社マイナビ 特別顧問（現任） 

 
（５）退任予定取締役 

氏 名 現 役 職 

久夛良木 健 取締役（社外） 

※久夛良木 健氏は、第 19回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。 
 
３． 役員体制一覧（平成 28年６月 21日開催予定の定時株主総会日付） 

 
（１）取締役 

氏 名 役 職 名 新任・重任 

中山 晴喜 代表取締役会長 兼 社長 CEO 重任 

許田 周一 取締役副会長 執行役員 コンシューマ事業本部長 重任 

泉水 敬 代表取締役副社長 執行役員 Co-COO 新任 

青木 利則 
代表取締役副社長 執行役員 Co-COO 

デジタルコンテンツ事業本部長 
重任 

松本 慶明 常務取締役 執行役員 音楽映像事業部長                         重任 

加藤 征一郎 取締役 執行役員 CFO 管理統括本部長 重任 
中村 俊一 取締役（社外） 重任 
有馬 誠 取締役（社外） 新任 

 

（２）監査役 

氏 名 役 職 名 

名子 俊男 監査役（常勤） 

西村 勝彦 監査役（社外） 
小野 忠彦 監査役（社外） 
宮﨑 尚 監査役（社外） 

 

以 上 


