コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

経験等に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え 、監査役設置会社形態を採用し、あわせて社外取締役

セガサミー グル ー プは 、激しく変化する経営環境の中では 、業界・市場動向・製品・商品・サ ービス等に関する知識や

セガサミー グルー プは、コー ポレート・ガバナンスを企業行動の最も重要な基盤として位置づけています 。企業経営の
「 効率性の向上」
「 健全性の確保」
「 透明性の向上」
を
「コ ー ポレート・ガバナンスに関する基本方針」
として掲げ 、取締役候
補者の選任 、取締役報酬の決定 、経営の監視 、監査報酬の決定等 、経営の重要な問題をこの方針に従い判断しています 。

経営の透明性の向上を図っています 。

セガサミーホールディングスでは、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向け、議案の熟慮期間を確保するため、招集通
知の早期発送（開催 3 週間以前）
を行っています。また 、インターネットなどの電磁的方法により議決権を行使することができる
電子投票制度を採用しています。
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業務執行指示

経営監査部

報告

執行役員

取締役会は 、原則として毎月 1 回の定時取締役会ならびに適
宜開催する臨時取締役会において 、現在 8 名の取締役によ
り機動的経営を図っています。なお 、各事業会社における
一定の経営上の重要事項等については 、当社の取締役会等
の機関においても決議・報告を行っています。

報告
報告

監査

監査役会は 、原則として毎月 1 回、また必要に応じて適宜開
催しております。監査役会においては 、各監査役の業務分
担を定め、当グループのコーポレート・ガバナンスや内部統
制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価などを主
な検討事項として審議しています。

事前審議

報告

助言

検討指示

上程

情報交換

業務補助

監査役室

監査
監査報告
情報交換

報告
情報交換

上程

任意設置委員会

連絡会議

グループ監査役連絡会

独立諮問委員会

グループコンプライアンス・リスク連絡会議

当社の独立社外取締役及び独立社外監査役の全員に
よって構 成され 、コ ー ポレートガバ ナンス・コ ードの
関 連 諸 原 則に対 応するため 、取 締 役 会 又は代 表 取 締
役の諮問に応じて独立的な立場から意見具申するとと
もに 、取 締 役 会 監 督 の ため の 情 報 交 換を行う機 関で
あり、適宜開催します 。

内部統制、コンプライアンス、リスク管理等に関する施
策 、情報を議論・検証・共有します 。原則として半期に
1 回開催しています。

グループ監査役連絡会は、当グループ各社の常勤監査役により構成され、当社及び当グループを取り巻く
タイムリー な課題（法改正等）
に関する情報共有及び当グループ各社監査役間の連携を密にするため 、原
則として年 3 回開催しています。

ホールディングス監査連絡会
当社、株式会社セガグル ープ及びサミー株式会社の常勤監査役及び経理部門の担当役員、内部監査部門、
内部統制部門等ならびに当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人により構成され、それぞれの立
場で意見交換を行い、会計面におけるコンプライアンスの充実を図るため、原則として年 2 回セガグループ、
サミーグループ個別に開催します。

グループ経営戦略委員会
当社取締役会の下に設けられ 、当グル ー プの事業の
収益力向上 、効率化 、戦略投資案件等に関し議論・検
証するための機関であり、当社取締役（代表取締役会
長を除く）及び常勤監査役によって構成され 、適宜開
催します 。

監査役・経営監査部連絡会
当グル ープ各社の常勤監査役及び当社内部監査部門間の情報共有による企業経営の
「健全性の確保」
を目
的とし、前掲各社の常勤監査役及び当社内部監査部門により構成され、原則として 3 カ月に 1 回の頻度で開
催します。

施策に反映

報告

情報交換

上程
情報交換

内部通報窓口
各種相談窓口

施策に反映

報告

情報交換

上程
情報交換

具体的業務執行指示

各組織
内部監査 / 報告 / 提言

グループ各社
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選任 / 解任

SEGA SAMMY HOLDINGS

います 。なお 、2010 年 1 月度より、一般株主保護の観点から社外監査役のうち 2 名を独立役員として選任し、より一層 、

株主構成

代表取締役社長による業務執行指示

62

の選任 、執行役員制度と内部監査体制の強化を行い 、運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実させて

株主総会

取締役会

FOUNDATION

コーポレート・ガバナンス
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Q
A

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

効率性の向上

健全性の確保

透明性の向上

迅速かつ適正な意思決定プロセスの確

激しく変化する事業環境の中、企業価

企業に対して情報開示の重要性が高ま

立及び企業経営の効率性を向上させる

値の最大化を図るため、グループを取

る中、セガサミーグループは、株主の

ことで企業価値の最大化を目指し、株

り巻く様々 なリスクを適切に認識・管理

皆さまをはじめとするステークホルダー

主の皆さまをはじめとするステークホ

するとともに、法 令 のみならず 倫 理・

に対して説明責任を果たすとともに、

ルダー に対して、その利益の還元に努

社会規範等をも遵守する体制（コンプ

積極的な IR 活動を行うことでディスク

めます。

ライアンス体制）
を確立することで経営

ロージャー をさらに充実させ 、経営の

の健全性の確保を図ります。

透明性の向上を図ります。

どのような方針と理由で選任していますか。

独立性に関する考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性について

高い見識と幅広い経験に基づき 、外部的視点か

は、東京証券取引所が定める独立性基準を基礎と

ら、当社及び当グループの企業価値をどのように

し、同基準に記載された
「主要な取引先」
「 多額の

高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務

金銭」
等の判断については 、公表されている独立

執行に対する監督機能を期待し、経営者から選任

役員選任基準モデル等を参照して定めた基準に

しています。

より判断することとし、当該基準を充たした者は

おいて、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に
基づく指摘・助言を行っています。

選任方針
社外取締役については 、社外取締役の持つ高
い見識と幅広い経験に基づき 、外部的視点から、
当社及び当グル ープの企業価値をどのように高
めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行
に対する監督機能を期待し、経営者から選任して

SEGA SAMMY HOLDINGS

います。社外監査役は 、監査体制の中立性・独立
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会を開催するなど、必要な知識、新しい知識の習
得・研鑽の機会を継続的に提供しています。

当社取締役及び監査役は 、その就任の際に、社

また 、当社は各取締役・監査役による自己研鑽

内でのオリエンテーションを行うとともに、上場

を奨励し、当社が加盟する団体等の主催する外部

会社の取締役・監査役として期待される役割・責

セミナー、勉強会等への参加を奨励し、その必要

務、関連法令及びコンプライアンスに関する知識

経費について支援を行うこととしています。

政策保有株式の保有方針について、

当社と投資先双方の持続的成長と中長期的な企

教えてください 。

業価値の向上に資するかどうかを基準に行って

企業価値が向上し、株主の皆様の利益につながる

います。

と考えられる場合に限り、当該株式を保有します。
政策保有株（非上場株式を除く）
の金額推移
（百万円）

24,975

等が可能になるものに限定し、かつ 、当該株式を

20,814

保有する結果当社の企業価値を向上させ 、株主

19,343

18,284

の利益につながると考えられる場合に限り、その

13,604

株式を保有することとしています。
当該保有株式については 、取締役会において

しています。

定期的に経済合理性と将来の見通し等を検証し、

＊1

外取締役、社外監査役ともに出席する各会議体に

護士や各分野の専門家等の外部講師による研修

研修会や外部セミナーを行っています。

当該株式を保有することで 、業務提携、取引拡大

り、かつ 2 名 が独立役員です。また 、監査役 4 名
のうち 、2 名は社外監査役かつ独立役員です。社

ており、就任後も 、たとえば取締役会終了後に弁

当社が純投資以外の目的で保有する株式は 、

一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断
当社取締役 8 名のうち 、3 名は社外取締役であ

習得を目的とする研修への参加機会を提供され

サポートを行っていますか。

今後の保有の是非等について検討することとし

社外取締役の選任理由

ています。

夏野 剛 経営者（ ITビジネス等）
経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な見識を当社の

当該保有株式に係る議決権行使については 、原

経営に反映するため。

則すべての議案に対して行使することとしており、

2016

2017

2018

2019

1

2

2

1

2020 （年 3 月期）

銘柄数

2

勝川 恒平 経営者（金融機関）
長期にわたる金融機関での豊富な経験に基づく金融・財務に関する高い
見識を当社の経営に反映するため。

メラニー・ブロック

経営者（国際ビジネス）
女性かつ外国人取締役として多様な思考や価値観に基づき、国際的なビ

ジネスリー ダーとしての幅広い経験を当社の経営に反映するため。

社外監査役の選任理由
榎本 峰夫

弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映するため。

Q
A

財務報告に係る内部統制システムはどのように
維持・構築していますか。

組みを整備し、また評価によって発見した不備の
改善を進めてきました。この結果、財務報告の信

評価・報告の仕組みを整備し、財務報告の信頼性

頼性確保への取り組みが定着し、2020 年 3 月期に

を確保しています。

おける当グループの財務報告に係る内部統制は
有効であると判断するに至りました。今後につき

当グループでは、グループ内部統制プロジェク

ましても 、財務報告の信頼性を継続的に確保する

トを 2006 年 3 月期に立ち上げ 、企業集団として金

とともに、効率性の向上と健全性の確保も視野に

理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うこ

融商品取引法に定められた
「財務報告に係る内部

入れ、内部統制システムの維持と構築に取り組ん

とにより経営の健全性を確保することを期待し、

統制の評価及び監査」制度（いわゆる日本版 SOX

でいきます。

性の向上という、コーポレート・ガバナンス体制
の実現において重要な役割を担っているものと

様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者
から選任しています。

大久保 和孝

公認会計士としての長年の監査業務経験を当社の監査に反映するため。

＊1 メラニー・ブロック氏は 、東京証券取引所の定める独立役員の独立性
基準には抵触しておらず、独立役員に準じるものと判断していますが、
当社の独立性判断基準に該当していたため、東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として届け出ていません。

法）
が求める内部統制システムの評価・報告の仕
詳しくは
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」
をご参照ください。

https://www.segasammy.co.jp/japanese/media/file/pr/corp/governance/governance.pdf
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Q
A

社外取締役及び社外監査役は

Q
A

取締役・監査役にどのようなトレーニングや

FOUNDATION

コーポレート・ガバナンス Q&A
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Q
A

独立諮問委員会からは、重要案件については取締

取締役会の機能の改善を図り、取締役会の実効性

役会の事前に討議の場を設けるなど、案件に関す

の更なる向上を目指します。

る議論を深める工夫がなされていることが評価さ
れた一方、
「（ a ）事前討議における指摘・意見に関

4 当社取締役が担う役割と責務を遂行するに相

透明性の確保及び企業価値向上へのインセンティ

応しい優秀な人財を確保・維持できる報酬水

ブを高める目的で役員報酬制度を設計しています。

準であること。

営方法、審議状況、支援体制、その他の取締役会

受けている案件の取締役会での説明の簡素化と十

は、以下に掲げる基本方針のもと決定しています。

また 、当社の取締役（社外取締役を除く）
の報酬体

がその役割・責務を実効的に果たす上で重要と考

分な審議時間の確保」
といった効率の良い運営に

1 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高

系は 、基本方針の観点から、
「固定報酬」
と
「業績

えられる事項について 、取締役会全体の分析・評

向けた提言がありました。当社取締役会は、本実

価を行います。

効性評価を踏まえて、当社取締役会の機能の改善

取締役会

取締役会の開催回数

出席状況

取締役（社外取締役を除く）
に対する報酬制度

いきます。

業績責任を明確にできるもの 。
代表取締役会長及び代表取締役社長
基準時

12 回

主に経営的見識等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・公正性を確保するための提言

勝川 恒平

12 回中 11 回出席

主に経営的見識等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・公正性を確保するための提言

10 回中 10 回出席

主に経営的見識等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・公正性を確保するための提言

メラニー・ブロック
（社外取締役の出席率）

等を行っています。

約 55%

約 40％

98%

株式報酬
約 5%
約 45%

約 45%

約 65%

基準時

約 30％

約 10%

約 5%
約 45%

約 50%

最大時

等を行っています。

固定報酬

約 5%

株式報酬（譲渡制限付株式報酬）

基本報酬・役割報酬の要素ごとに報酬額を定めた報酬テー

当社は 、取締役（社外取締役を除く）
を対象に、企業価値の

公正性を確保するための提言等を行っています。

ブルを策定し、これらの各報酬の合計額を月額固定報酬とし

持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに 、株主の

主に公認会計士としての財務会計ならびに内部統制に関する専門的見地及び経営的見識等から意見を

て支給しています。

皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制

役員賞与

限付株式報酬制度を導入しています。具体的な支給及び配

榎本 峰夫

12 回中 12 回出席

主に弁護士としての専門的見地及び経営的見識等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・

大久保 和孝

10 回中 10 回出席

述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・公正性を確保するための提言等を行っています。

100%

株主・投資家との対話の状況について

機関投資家やアナリスト向けには 、新型コロナ

お聞かせください 。

ウイルス感染症の影響下でも 、電話会議システム

投資家の皆様の投資判断に資する情報を積極的に

や WEB を活用しての決算説明会やミーティング

開示しています。

等を開催し、変わらぬコミュニケーションを実現
しています。

当社は
「 IR ポリシー 」で定めた情報公開に関す
る方針に基づき 、情報取扱責任者である財務経

の要素から役員賞与月数を定めた賞与テーブルより算出さ

総合的に勘案した上で 、当社の取締役会において決定して

れた係数を乗じた役員賞与額を支給しています。

います。

役員報酬制度の詳細は、有価証券報告書をご覧ください。

https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/printing_yuhou/2020/202003_yuho_all.pdf

2020 年 3 月期の取締役及び監査役の報酬の内容は以下の通りです。
役員区分

監査役

及び東京証券取引所が定める
「上場有価証券の発

社内

対象となる役員の員数（人）

報酬等の総額（百万円）

6

1,111

4

55

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

賞与

譲渡制限付株式

606

450

54

55

̶

̶
̶
̶

社内

1

18

18

̶

社外

3

20

20

̶

（注）1 取締役
（社外取締役を除く）
の報酬等の総額には支給予定の役員賞与 450 百万円及び譲渡制限付株式の付与に係る当事業年度の費用計上額 54 百万円を含めています。
2 2020 年 3 月期末現在の人員は、取締役 10 名（うち社外取締役 4 名）、監査役 4 名（うち社外監査役 2 名）です。上記の支給人員と相違しているのは、2019 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の
終結の時をもって辞任した社外監査役 1 名を含んでおり、また、無報酬の監査役が 1 名在任しているためです。

行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に
沿って 、情報開示を行っています。また 、法定開

2020 年 3 月期の連結報酬等の総額が 1 億円以上である者の報酬は以下の通りです。

示、適時開示規則に該当しない任意開示情報に
響を与えうる情報については 、積極的に情報開示

分については 、前期の業績における貢献度等諸般の事項を

社外

経理本部 IR 部が 、金融商品取引法、その他法令

ついても 、投資家の皆様の投資判断に大きな影

経常利益額の水準・事業計画達成度・対前年成長度の 3 つ

取締役

理本部管掌取締役のもと、専任部署である財務

を行っています。

役員賞与

その他取締役

等を行っています。

社外監査役

（社外監査役の出席率）

固定報酬

最大時

社外取締役

12 回中 12 回出席

酬」
とで構成しています。

2 当グル ープの企業価値向上に向け 、経営陣の

主な活動状況

夏野 剛

連動報酬」
として
「役員賞与」
「 譲渡制限付株式報

める制度であること。

を図り、取締役会の実効性の更なる向上を図って

を行い 、当社取締役会の実効性は確保されている

SEGA SAMMY HOLDINGS

ブとして機能するもの 。

すでに事前説明を
するフィードバックの徹底、
（b）

し、その結果を受けて独立諮問委員会による評価
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3 当グループの持続的成長に向けたインセンティ

算定方法をお聞かせください。

独立諮問委員会が 、取締役会の規模、構成、運

2020 年 3 月期は、各取締役にアンケートを実施

Q
A

役員報酬額及び

個人投資家向け説明会の様子

FOUNDATION

お聞かせください 。

との答申が、定時取締役会においてなされました。

氏名

役員区分

連結報酬等の総額（百万円）

会社区分

里見 治

取締役

536

当社

里見 治紀

取締役

292

当社

連結報酬等の種類別の額（百万円）
基本報酬

賞与

譲渡制限付株式

276

224

36

156

122

14
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Q
A

取締役会の実効性評価の取り組み状況について
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則として半期に 1 回開催し、グループ内に潜在する

グ ル ー プコンプライアンス・リスク連 絡 会 議 が

リスクについて影響度と発生可能性によるクロス

中心となり、対策を進めています 。

マッピングを行い 、リスク評価を行った上で、その
対策などについて検証などを行った結果を取締

当グループではリスク管理等に関する施策、情

役会に報告し、議論をしています。グループコン

報を議論・検証・共有する場として、グループコン

プライアンス・リスク連絡会議によって特に重要と

プライアンス・リスク連絡会議を設置しています。

判断しているリスクは以下のとおりです。

リスク項目

概要

主な対策

コンプライアンス、

コンプライアンス、法令違反によるIR（統合型リ

専門部署設置によるグループ・コンプライアンス

法令違反

ゾート）事業者の許認可取得の阻害、ネバダ州

施策の実施

ゲーミング・コミッションの適格剥奪のリスク

「企業倫理ホットライン」
の浸透

当グル ープの提供する製品・サ ービスによる第
三者への権利侵害

「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）
」
（ WCMS 認証）
の登録事業者として登録

当グループの製造する製品の不具合

反社会的勢力との関与防止活動

ユー ザー等からの予期せぬ苦情から発生する

① 当グル ープ全体で推進する反社会的勢力へ

訴訟によるブランドイメージ棄損のリスク

の対応施策として 、各グル ープ会社において
ル ー ルを設けながら取引の際に背面調査を
実施
② その他既存取引であっても必要に応じ、背面
調査を実施

災害等

本社、事業所、生産拠点及び当グル ープの取引

「危機管理規程」
を制定し、事業活動に潜在する

先が 、地震、火災、洪水等の大規模自然災害や

リスクを特定し、平常時からリスクの低減及び危

テロ攻撃等によって物的・人的に想定を超える

機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が

被害を受けるリスク

発生した場合の即応体制整備・維持

個人情報等の情報

個人情報等の外部漏洩による損害賠償等の費

GDPR（ EU 一般データ保護規則）への対応

管理

用負担、ブランドイメージ棄損のリスク

P マーク取得グループ会社への監査の実施

情報セキュリティ

ハッキング等の外的攻撃

グル ープ各社へのセキュリティガバナンス強化

コンピュータウイルス等により情報システムの

活動、教育活動、監査活動の実施

不具合、故障

事前予防策
（監視やモニタリング）
、事後対策の実
施
（インシデント対応）
、脆弱性診断の実施など

SEGA SAMMY HOLDINGS

セキュリティ監視ツー ルの強化
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Q
A

企業年金のアセットオー ナーとしての機能につ

企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資

いて教えてください 。

産形成だけでなく、当グル ープの財政状況に影

人員、組織の強化を継続的に図り、適切な運用を

響を与える場合もあることを踏まえ、企業年金担

進めています。

当部門には資産運用に必要な経験や資質を備え
た人財を配置しています。

FOUNDATION

グループコンプライアンス・リスク連絡会議は原

社外取締役インタビュー
夏野 剛

1

Q

Takeshi Natsuno

2

Q

新型コロナウイルス感染症の影響によって 、テレワークが

夏野社外取締役は、多くの企業の経営を兼務しています。

拡大してきています。こうした働き方に対して 、経営者の

セガサミーグループの経営に十分な時間を割けていますか。

考えに変化を感じますか。

当社を含め多くの経営者の考え方に劇的な変化が起き

まず 、第一に申し上げたいのは 、私は十分な時間的リ
ソースをかけられるからこそ 、当社の社外取締役を引き

ており、これを機に働き方改革は間違いなく加速すると考

受けさせていただいています。取締役会だけではなく、

えます。今後の課題は 、働き方とともに人事評価を変えて

経営幹部が集まり実施される経営戦略委員会にも出席さ

いくことです。つまり、アウトプットで評価できる仕組みを

せていただき、長時間にわたる議論にも参加しています。

構築していかねばなりません。ただし、これは一朝一夕で

また、経営に関わる時間の長さはもちろん必要ですが、

できるものではありません。特に中間管理職は 、新たな

それ以上に中身が重要であると考えています。その意味

評価方法とマネジメントスキルが求められ、時には大きな

で、当社の事業分野には、私の経験が十分に活かせるとい

悩みを抱えることもあります。この中間管理職の悩みを

う自負があります。過去にも 、私は NTTドコモに在籍しつ

払拭するために、自らが主体となり、新しい方法を裏付け、

つ 、電通やソニー、マクドナルドなどとの合弁事業会社の

後押しするのが 、経営トップ層の役割です。日本企業の生

役員を務め 、10 社近くの役員を兼務していた時期もあり

産性がここ20 年間大きく改善していないことに関連する

ます。その中でも 、私は 、役員を引き受ける基準として 、

ように、人事評価システムもまたほとんど変化していませ

経験してきた仕事と関係がなく、貢献ができない、適切な

当社及び一部の連結子会社は 、年金給付等を

また、運用受託機関による定例運用報告等を通

ん。今般のコロナ禍によって、評価の仕組みを改革できた

助言ができない企業の役員は引き受けないと決めていま

将来にわたり確実に行うため 、基金の設立及び規

じ、資産運用状況のモニタリングを実施するなど

企業と、できなかった企業では 、5 年後、10 年後の成長力

す。その点でいえば 、当社の事業分野は 、私のこれまで

約を定め 、当該規約に基づいた年金資産の積立

適切な体制の下で運用しています。

には、必ず大きな差となって表れてくるはずです。

の知見と、さらに現役経営者が有する時勢を読む感性が

金の運用を行っています。

お役に立てるのではないかと考えています。
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対策を教えてください。

INTERVIEW

Q
A

経営全般において、重要としているリスクとその
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FOUNDATION

– 激変する世界の中で、企業プレゼンスを高め、

また、一般論でいうと、社外取締役の兼務はある程度多
い方が 、一つの企業に依存しないという観点でベター で

課題を克服し、強みをさらに磨く –

あると考えています。現在私は、多くの企業を兼務してい
るため 、経済的にどの企業にも依存していません 。私は
いつでも辞任する覚悟を持ち 、時には厳しい意見を役員

夏野 剛

にぶつけています。兼務のない社外取締役は 、どうして

グローバルでの飛躍や 、グル ープ全体の課題への対応に

社外取締役

もその立場をキープしようとする意識が働くので 、5 社程

向け 、里見 COO の手腕とパ ーソナリティには 、大きな期

度まで兼務しているほうがむしろ健全であるのではない

待を抱いています。

でしょうか。

3

Q

外部から見たセガサミー グルー プの課題をお聞かせくだ

経過していますが、現在の立ち位置をどのように評価して

さい 。

いますか 。

ることでしょう。現在は 、国内 IR（統合型リゾート）
のオペ

は当初から強気でいましたが 、社外からみると、海外のメ

レーターとして 、様々 なノウハウの取得を着実に行い 、内

今後は 、オンライン領域での ユ ー ザ ー の獲得と、新た

部で実行すべきことに関しては 、十分に準備が整ってき

な IP をどれだけ 創 出 できるか が 鍵 になります 。これに

ていると評価しています。しかし、今後の政府の方針など

関しては 、里 見 COO にも提 言して いますが 、ゲ ー ム開

里見 COO は、創業家であるサミー のことを熟知してい

しては、着実に実績を積み上げ、日本政府の国内企業の中

外的要因の影響によって状況は一変します。常に注視を

発の「やり方そ のもの」
に対して、大きな改革をする時期

るだけでなく、セガサミー設立時には、セガのマネージャー

から候補者が欲しいという意向にも見合う域まで達したこ

怠ることなく、適切な対応を進めていかねばなりません 。

で あると考えて います 。セガは長 い 伝 統を持 つ 企 業で

クラスに所属し、海外マネジメントを経験してきました。そ

とについては、大きな成果であると考えています。

次の課題として 、世間のイメージや規制など外部環境

あり、優秀な ベテラン社員が多く在籍しています 。しか

の中で、本社と海外子会社の行き違いから生じる諸問題に

その要因として 、韓国初の IR（統合型リゾート）
施設であ

に大きく影響を受ける遊技機事業がまだまだ利益の大半

しそ れが ゆえに、若手の新しい発想をもったスター開発

対して、真摯かつ適切に対処していました。そして、海外成

る
「 PARADISE CITY 」の運営にチャレンジしたことが大き

を稼ぎ出している構造です。遊技機事業への依存度をい

者 が なかなか生まれな い 側 面 が あります 。他 社に目を

長に向け 、グローバル間の連携強化について常に問題意

かったと考えます。開業後も 、日韓関係の悪化など、必ず

かに減らし、それ以外の事業で収益の柱を築いていくか

向ければ 、新人開発者が世界的なヒット作を生み出して

識を持っていました。また経営者として遅れがちだったセ

しも状況が芳しくない中でも 、非常にうまく施設を経営し

が、今後の重要な経営課題になると考えています。

います 。新人に 、より大きなチャンスを与え 、活躍でき

ガのネット戦略の立案・実行にも深く関わってきました。今

ていますし、特にカジノ分野のオペレーションは順調です。

る現 場 環 境 づくりが 急 務 で あると考 えます 。財 務 状 態

後もトップマネジメントとして、これまでのように強い意志

また 、初期から50 名近くの人員を送り込んでノウハウの取

現状、セガのブランドは世界的な認知度が高いにもかか

が 健 全で あり、様々 な 挑 戦を試 せる今だからこそ 是 非

を持って、自身が
「おかしい」
と感じることに対しては改革を

得を思い切って実施したことが、日本企業の中でセガサミー

わらず 、同業他社と比較するとその力が十分に発揮でき

実行してほしいです 。

進め、新しい会社のあり方を追求していくべきと思います。

が有力候補となるきっかけになったと思います。この数年

最 後は 、ゲーム分 野をさらに伸ばしていくことです。

SEGA SAMMY HOLDINGS

4

Q

私個人としては 、上々 の評価をしています。里見 CEO

里見 COO の経営に対する評価をお聞かせください 。

ガオペレーターと比べ 、実績の差は歴然であり、本当に大
丈夫だろうかと不安を感じていました。しかし、現時点と

ていません 。今回のコロナ禍の影響で 、ゲームの業界全

里見 CEO は 、人を巻き込みながら、相手の共感を得て

の間で 、様々 なハードルがあり、不安になるときもありま

体では追い風が吹いています。これを機にさらに上を目

物事を進める手法を得意とし、この経営スタイルと人的ネッ

したが 、ここにきて着実に成果が顕在化してきました。国

指すことはできると思いますし、買収した海外スタジオに

トワークは 、日本企業の中でも屈指の力を持っています。

家プロジェクトであり、新型コロナウイルス感染症の影響

おける開発力にも期待を持っています。

一方で 、ロジックと現場感覚をうまく取り入れながら経営

も含め、外的要因が大きい国内IR（統合型リゾート）
ですが、

していくのが 、里見 COO の手法であり、その経営スタイ

予定通り実行されれば 、当社は必ずその力を存分に発揮

ルは 、ネット事業や海外で必要とされるでしょう。今後の

できると確信しています。
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中長期の課題で最も着目すべきは IR 事業を軌道に乗せ
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5

Q

国内 IR（統合型リゾ ート）へ の参入を表明し、5 年以上が

71

里見 治

夏野 剛

取締役

社外取締役

代表取締役社長
グループ COO

（ 現サミー（株）
）
代表取締役社長
1980 年 サミー工業（株）
2004 年（株）セガ代表取締役会長

2004 年 サミー（株）入社
2005 年（株）セガ入社
2012 年 当社取締役

取締役

専務執行役員

（現（株）
セガ）
入社
1992 年（株）セガ・エンタープライゼス
2006 年 SEGA of America, Inc. Chairman
2008 年（株）セガ取締役
2009 年 同社常務取締役
2012 年 同社代表取締役社長 COO
当社取締役

SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President

SEGA SAMMY HOLDINGS

吉澤 秀男

代表取締役会長

鶴見 尚也

2014 年 当社代表取締役専務

（株）
セガ取締役副会長
フェニックスリゾート
（株）
取締役副会長（現任）
（現（株）
セガグループ）
取締役副会長
2015 年（株）セガホールディングス
セガサミーゴルフエンタテインメント
（株）
取締役会長（現任）
2016 年 当社専務取締役
（株）
取締役会長（現任）
2017 年 CA セガジョイポリス

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President（現任）

2020 年 当社取締役専務執行役員（現任）

＊1

里見 治紀

グループ CEO

（一社）
日本アミューズメントマシン工業協会
（現（一社）
日本アミューズメント産業協会）
会長（現任）
サミー（株）
代表取締役会長 CEO
（株）
セガ代表取締役会長兼 CEO
当社代表取締役会長兼社長
2007 年（株）セガ代表取締役社長 CEO 兼 COO
2008 年 同社代表取締役会長 CEO
2012 年 サミー（株）取締役会長
2013 年 同社代表取締役会長 CEO
（現（株）
セガグループ）
代表取締役会長 CEO
2015 年（株）セガホールディングス
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
2016 年 当社代表取締役会長兼社長兼 CEO 兼 COO
2017 年 当社代表取締役会長 CEO
サミー（株）
代表取締役会長（現任）
（株）
セガホールディングス
（現（株）
セガグループ）
取締役名誉会長（現任）
2018 年 当社代表取締役会長グループ CEO（現任）
フェニックスリゾート
（株）
取締役相談役（現任）
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（株）
セガ取締役

2014 年 サミー（株）取締役

（株）
セガ代表取締役副社長
（現（株）
セガグループ）
代表取締役副社長
2015 年（株）セガホー ルディングス
サミー（株）
代表取締役副社長
2016 年 同社代表取締役社長 COO
（株）
サミーネットワークス代表取締役会長（現任）
当社常務取締役
2017 年 当社代表取締役社長 COO
サミー（株）
代表取締役社長 CEO（現任）
（株）
セガホー ルディングス
（現（株）
セガグループ）
代表取締役会長 CEO
（株）
セガゲームス
（現（株）
セガ）
代表取締役会長 CEO（現任）
2018 年 当社代表取締役社長グループ COO（現任）
フェニックスリゾート
（株）
取締役会長（現任）
2020 年（株）セガグループ代表取締役社長 CEO（現任）

上席執行役員

（現三井住友ファイナンス &リース
（株）
）
入社
1987 年（株）日本リース
1999 年 同社財務企画部長
2001 年 サミー（株）入社
2002 年 同社執行役員社長室副室長
2004 年 同社取締役管理本部長
同社取締役コーポレート本部長兼社長室長

2007 年 当社上席執行役員
（株）
取締役
2012 年 フェニックスリゾート
（株）
代表取締役社長
2015 年 タイヨーエレック
（現（株）
セガグループ）
取締役
2016 年（株）セガホールディングス
同社取締役コーポレート本部長
（株）
セガ エンタテインメント取締役（現任）
Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事
（現（株）
セガグループ）
2017 年（株）セガホールディングス
常務取締役コーポレート本部長（現任）
（株）
セガゲームス
（現（株）
セガ）
監査役（現任）
2018 年 当社上席執行役員法務本部長
2019 年 当社取締役
2020 年 当社取締役上席執行役員（現任）

＊1

1988 年
1997 年
2005 年
2008 年

東京ガス
（株）
入社
エヌ・ティ・ティ移動通信網（株）
（ 現（株）
NTTドコモ）入社
同社執行役員マルチメディアサービス部長
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
当社社外取締役（現任）
トランス・コスモス
（株）
社外取締役（現任）
2009 年（株）ディー・エル・イー社外取締役
グリー（株）
社外取締役（現任）
2010 年（株）U-NEXT（現（株）USEN-NEXT HOLDINGS ）社外取締役（現任）
2016 年 日本オラクル（株）社外取締役（現任）
2018 年（株）ムービーウォーカー代表取締役会長（現任）
（株）
ブックウォーカー取締役（現任）
ドワンゴ代表取締役社長（現任）
2019 年（株）
カドカワ
（株）
（ 現（株）
KADOKAWA ）取締役（現任）

＊1

深澤 恒一

勝川 恒平

メラニー・ブロック

取締役

社外取締役

社外取締役

1974 年（株）住友銀行（現（株）三井住友銀行）入行
2001 年 同行執行役員大阪第二法人営業本部長
2005 年 同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
2007 年 エヌ・アイ・エフSMBC ベンチャーズ（株）

1987 年 西オーストラリア大学人文学学士課程修了
1990 年 クイーンズランド大学文学修士課程（日本語会議通訳／翻訳専攻）修了
2003 年（株）AGENDA（現（株）Melanie Brock Advisory ）代表取締役（現任）
2010 年 豪日交流基金理事会役員

専務執行役員

グループ CFO
1990 年（株）三和銀行（現（株）三菱 UFJ 銀行）入行
2003 年 サミー（株）入社
同社執行役員社長室長

2004 年 当社執行役員社長室長

（株）
セガ執行役員会長・社長室長
2005 年 同社取締役会長・社長室長
（株）
2007 年 セガサミーアセット・マネジメント
（現マー ザ・アニメーションプラネット
（株）
）
代表取締役社長
当社上席執行役員政策・渉外担当
2008 年（株）セガ取締役新規事業本部長
2009 年（公社）経済同友会幹事（現任）
セガサミービジュアル・エンタテインメント
（株）
（現マー ザ・アニメーションプラネット
（株）
）
代表取締役社長
2014 年（株）セガトイズ代表取締役専務
2015 年 当社取締役
2016 年 当社常務取締役兼 CFO
2018 年 当社常務取締役グループ CFO
2020 年 当社取締役専務執行役員グループ CFO（現任）

（現 SMBC ベンチャーキャピタル
（株）
）
代表取締役副社長

2010 年 SMBC ベンチャーキャピタル（株）代表取締役社長
2014 年 銀泉（株）代表取締役社長

京都大学イノベーションキャピタル
（株）
社外取締役（現任）

2016 年 当社社外取締役（現任）

銀泉（株）
特別顧問（現任）
エレコム
（株）
社外取締役（現任）
（株）
取締役（現任）
2017 年 DX アンテナ

＊1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役

豪日経済委員会理事役員（現任）
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ ANZCCJ ）
会頭
豪州食肉家畜生産者事業団（ MLA ）
駐日代表
（ ABA ）
会長
2012 年 オーストラリアン・ビジネス・アジア
2016 年 在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ ANZCCJ ）名誉会頭（現任）
2019 年 当社社外取締役（現任）
豪日研究センター（ AJRC ）
理事会役員（現任）
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
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監査役

＊2

＊2

青木 茂

阪上 行人

榎本 峰夫

大久保 和孝

常勤監査役

監査役

社外監査役

社外監査役

2005 年（株）セガ入社 上席参事

2003 年
2004 年
2006 年
2014 年

1978 年 弁護士登録
2000 年 榎本峰夫法律事務所

1995 年 センチュリー監査法人

2006 年
2008 年
2009 年
2011 年
2012 年
2013 年
2016 年
2018 年
2019 年

同社執行役員
中国・アジア事業推進室長
世嘉（中国）
網絡科技有限公司董事長
サミー（株）
執行役員 経営管理本部長
同社執行役員 コーポレート本部長
同社取締役 コーポレート本部長
同社常務取締役 コーポレート本部長
同社代表取締役社長 COO
当社取締役
サミー（株）
代表取締役副会長
当社常勤監査役（現任）
サミー（株）
監査役（現任）
フェニックスリゾート
（株）
監査役（現任）

サミー（株）
入社 監査室長
同社管理本部法務部長
当社監査役室長
当社監査役（現任）
（株）
セガ 常勤監査役
セガ・インタラクティブ
（現
（株）
セガ）
2015 年（株）
監査役
（株）
セガホー ルディングス
（現（株）
セガグループ）
常勤監査役（現任）
（株）
セガゲームス
（現（株）
セガ）
監査役（現任）
（株）
トムス・エンタテインメント
監査役
（株）
セガ エンタテインメント
監査役（現任）

（現榎本・松井法律事務所）
開設
2004 年（株）サミーネットワークス監査役
（株）
セガ監査役
2005 年 当社補欠監査役
2006 年 日本工営（株）社外監査役
2007 年 当社監査役（現任）
2014 年（株）シモジマ社外監査役（現任）
2015 年（株）セガホールディングス
（（現）
セガグループ）
）
監査役
（現任）
（株）
セガゲームス
（現（株）
セガ）
監査役
（株）
セガ・インタラクティブ
（現（株）
セガ）
監査役

＊2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役

（現 EY 新日本有限責任監査法人）
入所

1999 年 公認会計士登録
（株）
2003 年 新日本インテグリティアシュアランス
（株）
）
（現 EY 新日本サステナビリティ
取締役
2005 年 同社常務取締役
2006 年 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任
監査法人）
パートナー
2012 年 新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本
有限責任監査法人）
シニアパートナー
2016 年 新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本
有限責任監査法人）
経営専務理事
2019 年 当社監査役（現任）
サンフロンティア不動産（株）
社外取締役（現任）
（株）
ブレインパッド社外監査役（現任）
（株）
LIFULL 社外取締役（現任）
2020 年（株）サーラコーポレーション
社外取締役（現任）
（株）
商工組合中央金庫
社外取締役（現任）

SEGA SAMMY HOLDINGS

執行役員

74

杉野 行雄

高橋 真

中原 徹

大脇 洋一

内海 州史

常務執行役員

上席執行役員

上席執行役員

上席執行役員

上席執行役員

石倉 博

髙橋 公一

加藤 貴治

工藤 レイ

大塚 博信

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

