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平成２９年３月７日

各 位

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

グループ広報・ＩＲ室

ＴＥＬ ０３－６４４１－９０６２

博報堂ＤＹホールディングス、及び中核事業会社４社役員の異動に関するお知らせ

当社、並びに当社グループ事業会社の株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社、およ

び株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズは、平成２９年３月７日開催の当社、並びに各社取締役

会において、下記の通り役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社、並びに各社の取締役・監査役については、平成２９年６月に予定されている定時株主総会お

よび同日開催予定の取締役会・監査役会にて、正式に選任される予定です。

記

【博報堂ＤＹホールディングス】

１． 取締役の主たる兼務状況の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

成田 純治
取締役会長

株式会社博報堂取締役相談役（兼務）

取締役会長

株式会社博報堂取締役会長（兼務）

戸田 裕一
代表取締役社長

株式会社博報堂取締役会長（兼務）

代表取締役社長

株式会社博報堂代表取締役社長（兼務）

松崎 光正

取締役専務執行役員グループ戦略統

括担当

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役（兼務）

取締役専務執行役員グループ戦略統括

担当

株式会社博報堂取締役（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役（兼務）
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２． 取締役の新任・退任（平成２９年６月予定）

[新任取締役]

氏 名 新 職 旧 職

水島 正幸

取締役

株式会社博報堂代表取締役社長

（兼務）

株式会社博報堂代表取締役社長

（４月１日付）

矢嶋 弘毅

取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ代表取締役社長（兼務）

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社取締役（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社代表取締役社長（兼務）

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役会長

CEO（兼務）

[退任取締役]

氏 名 新 職 旧 職

大森 壽郎

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役会長

取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ代表取締役社長（兼務）

３．取締役の主たる兼務状況の変更（平成２９年６月予定）

氏 名 新 職 旧 職

中谷 吉孝

取締役常務執行役員

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務）

取締役常務執行役員

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）

【株式会社博報堂】

◆代表取締役の異動（平成２９年４月１日付） ※２月１４日発表済みです。

氏 名 新 職 旧 職

水島 正幸 株式会社博報堂代表取締役社長 株式会社博報堂取締役常務執行役員

戸田 裕一

株式会社博報堂取締役会長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス代表取締役社長（兼務）

株式会社博報堂代表取締役社長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス代表取締役社長（兼務）
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◆取締役の担当職務の変更（平成２９年４月１日付）※２月１４日発表済みです。

氏 名 新 職 旧 職

成田 純治

株式会社博報堂取締役相談役

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役会長（兼務）

株式会社博報堂取締役会長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役会長（兼務）

１．執行役員の退任（平成２９年３月３１日付）

［退任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

黒崎 等 顧問 常務執行役員

坂上 和典 顧問 常務執行役員

田中 廣 顧問 執行役員

石井 昌彦

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ執行役員

執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ執行役員（兼務）

２．執行役員の新任（平成２９年４月１日付）

［新任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

松崎 光正

取締役専務執行役員

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役専務執行役員（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役（兼務）

取締役

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役専務執行役員（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役（兼務）

柴田 康之

常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役執行役員

斎藤 真人

執行役員

博報堂アジア・パシフィック社長（兼

務）

Lunch Communications Sdn.Bhd.社長

（兼務）

博報堂アジア・パシフィック社長

Lunch Communications Sdn.Bhd.社長
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安藤 元博

執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ執行役員（兼務）

データマーケティング戦略ユニット

生活者データマネジメントプラットフ

ォーム局長

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズデータドリブンメディアマーケ

ティングセンター長（兼務）

３． 取締役の新任（平成２９年６月予定）

[新任取締役]

氏 名 新 職 旧 職

中谷 吉孝

取締役常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役常務執行役員（兼務）

常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役常務執行役員（兼務）

江花 昭彦

取締役常務執行役員

株式会社博報堂プロダクツ代表取締

役社長

常務執行役員

株式会社博報堂プロダクツ代表取締

役社長

４．取締役の主たる兼務状況の変更（平成２９年６月予定）

氏 名 新 職 旧 職

水島 正幸

代表取締役社長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役（兼務）

代表取締役社長

（４月１日付）

【株式会社大広】

１． 取締役の担当職務の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

野沢 和彦

取締役常務執行役員

チーフファイナンシャルオフィサー

グループマネジメントユニット長

取締役常務執行役員

グループマネジメントユニット長

２．執行役員の新任（平成２９年４月１日付）

［新任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

内田 哲也

執行役員 ビジネス統括ユニット メディアソリ

ューション局 メディアソリューショ

ン部部長
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福井 淳一郎
執行役員 ビジネス統括局局長 ビジネス統括ユニット ビジネス統括

局局長

富田 芳光 執行役員 東京ＡＤＢユニット 第２営業局局長

３．執行役員の担当職務の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

大地 伸和
執行役員 チーフテクノロジーオフ

ィサー

執行役員 大阪ＡＤＢユニット

マーケティング局局長（兼務）

【株式会社読売広告社】

１．代表取締役の異動（平成２９年６月予定）

氏 名 新 職 旧 職

中田 安則 取締役会長 代表取締役会長

２．執行役員の退任（平成２９年３月３１日付）

氏 名 新 職 旧 職

五島 謙一郎 取締役 取締役執行役員

３．執行役員の新任・昇任（平成２９年４月１日付）

［新任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

皆川 浩一
執行役員 営業統括担当補佐兼第１ア

カウントユニット長補佐

第１アカウントユニット第４営業局長

中村 幸義
執行役員 株式会社読広クロスコム

代表取締役社長

株式会社読広クロスコム代表取締役社

長

［昇任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

浅井 淳二
取締役常務執行役員 営業統括担当 取締役執行役員 営業統括担当補佐

兼 第 1 アカウントユニット長

４．執行役員の担当職務の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

浅井 淳二 取締役常務執行役員 営業統括担当
取締役執行役員 営業統括担当補佐

兼 第 1 アカウントユニット長
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山路 英夫

取締役執行役員 営業統括担当補佐

兼第３アカウントユニット関西支社

長

取締役執行役員 営業統括担当

五島 謙一郎 取締役 社長補佐
取締役執行役員 営業統括担当補佐兼

第 3 アカウントユニット長

倉田 典昌
執行役員 営業統括担当補佐兼第 1 ア

カウントユニット長

執行役員 営業統括担当補佐兼第１アカ

ウントユニット長補佐

野田 啓三 執行役員 マネジメント統括担当補佐
執行役員 マネジメント統括担当補佐兼

人事局長

皆川 浩一
執行役員 営業統括担当補佐兼第 1 ア

カウントユニット長補佐
第 1 アカウントユニット 第４営業局長

中村 幸義
執行役員 株式会社読広クロスコム

代表取締役社長
株式会社読広クロスコム代表取締役社長

５．取締役の新任・退任（平成２９年６月予定）

[新任取締役]

氏 名 新 職 旧 職

照沼 康彦
取締役執行役員 営業統括担当補佐

兼 第２アカウントユニット長

執行役員 営業統括担当補佐

兼 第２アカウントユニット長

[退任取締役]

氏 名 新 職 旧 職

五島 謙一郎 顧問 取締役
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【株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ】

◆代表取締役の異動（平成２９年６月２８日付）※２月１４日発表済みです。

氏 名 新 職 旧 職

矢嶋 弘毅

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ代表取締役社長

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社取締役（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社代表取締役社長（兼務）

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役会長

CEO（兼務）

大森 壽郎

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役会長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役（兼務）

株式会社博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ代表取締役社長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役（兼務）

※６月末開催予定の株式会社博報堂ＤＹホールディングス株主総会終了の時をもって、大森は株式会

社博報堂ＤＹホールディングス取締役を退任、また、矢嶋が株式会社博報堂ＤＹホールディングス取

締役に就任する予定です。

１．執行役員の退任（平成２９年３月３１日付）

［退任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

柴田 康之

取締役

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）

（４月１日付）

取締役執行役員第一メディアビジネス

総括担当

２．執行役員の新任・昇任（平成２９年４月１日付）

［新任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

野沢 直樹
執行役員計画管理総括担当兼事業開

発総括担当

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス経営企画局長

相坂 勇人

執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役副社長（兼

務）

動画ビジネス局長
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安藤 元博

執行役員メディアマーケティングユ

ニット長補佐

株式会社博報堂執行役員（兼務）

データドリブンメディアマーケティン

グセンター長

株式会社博報堂データマーケティング

戦略ユニット生活者データマネジメン

トプラットフォーム局長（兼務）

［昇任執行役員］

氏 名 新 職 旧 職

五十嵐 真人
取締役常務執行役員第二メディアビ

ジネス総括担当補佐

取締役執行役員計画管理総括担当兼事

業開発総括担当

３．取締役の担当職務、主たる兼務状況の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

新倉 雄二
取締役常務執行役員関西支社総括担

当

取締役常務執行役員関西支社長

松崎 光正

取締役

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役専務執行役員（兼務）

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）

取締役

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役専務執行役員（兼務）

株式会社博報堂取締役（兼務）

４．執行役員の担当職務、主たる兼務状況の変更（平成２９年４月１日付）

氏 名 新 職 旧 職

三神 正樹

常務執行役員デジタルメディアビジ

ネスユニット長

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）

常務執行役員メディアマーケティング

ユニット長補佐

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）

岩田 天植
執行役員株式会社博報堂ＤＹアウト

ドア担当

執行役員コンテンツビジネス担当

井上 喬郎
執行役員中部支社長兼中部支社メデ

ィア・コンテンツビジネス局長

執行役員中部支社長

石井 昌彦
執行役員第一メディアビジネス総括

担当

執行役員コンテンツビジネス担当

株式会社博報堂執行役員（兼務）

山本 憲吾
執行役員関西支社長 執行役員関西支社長補佐兼関西支社計

画管理局長
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辻 輝

執行役員デジタルメディアビジネス

ユニット長補佐

株式会社博報堂ＤＹデジタル代表取

締役社長（兼務）

執行役員メディアマーケティングユニ

ット長補佐

株式会社博報堂ＤＹデジタル代表取締

役社長（兼務）

５．取締役の退任（平成２９年６月予定）

氏 名 新 職 旧 職

柴田 康之

株式会社博報堂常務執行役員 取締役（４月１日付）

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）

（４月１日付）

６．取締役の担当職務、主たる兼務状況の変更（平成２９年６月予定）

氏 名 新 職 旧 職

大森 壽郎

取締役会長 代表取締役社長

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）

矢嶋 弘毅

代表取締役社長

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役（兼務）

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社取締役（兼務）

取締役

D.A.コンソーシアムホールディング

ス株式会社代表取締役社長（兼務）

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役会長

CEO（兼務）

＜お問い合わせ先＞

株式会社博報堂ＤＹホールディングス グループ広報・ＩＲ室 03-6441-9062（藤井）

株式会社博報堂 広報室広報グループ 03-6441-6161（西尾・竹本）

株式会社大広 総務局広報部 03-6364-8601（長谷川）

株式会社読売広告社 総務局 03-5544-7104（富永）

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 広報室広報グループ 03-6441-9347（山崎・山碕）
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（ご参考）

【株式会社博報堂ＤＹホールディングス】

◆平成２９年４月１日付 経営体制は以下の通りです。

主たる兼務状況

取締役会長 成田 純治 株式会社博報堂取締役相談役

代表取締役社長 戸田 裕一 株式会社博報堂取締役会長

代表取締役副社長 沢田 邦彦 株式会社博報堂取締役

取締役専務執行役員 松崎 光正 株式会社博報堂取締役専務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役

取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂取締役常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行

役員

取締役常務執行役員 中谷 吉孝 株式会社博報堂常務執行役員

取締役執行役員 西岡 正紀 株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

取締役執行役員 西村 治 株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

取締役 落合 寛司 株式会社大広代表取締役社長

取締役 藤沼 大輔 株式会社読売広告社代表取締役社長

取締役 大森 壽郎 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長

社外取締役 松田 昇

社外取締役 服部 暢達

専務執行役員 マイケル・バーキン kyu CEO

執行役員 赤木 直人

常勤監査役 星子 音晴 株式会社大広監査役

常勤監査役 足立 輝男

社外監査役 内田 実 株式会社読売広告社監査役

社外監査役 山口 勝之 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役

社外監査役 太田 建司 株式会社大広監査役

◆平成２９年６月 定時株主総会および取締役会・監査役会後の取締役および監査役は以下の予定です。

主たる兼務状況

取締役会長 成田 純治 株式会社博報堂取締役相談役

代表取締役社長 戸田 裕一 株式会社博報堂取締役会長

代表取締役副社長 沢田 邦彦 株式会社博報堂取締役
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取締役専務執行役員 松崎 光正 株式会社博報堂取締役専務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役

取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂取締役常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行

役員

取締役常務執行役員 中谷 吉孝 株式会社博報堂取締役常務執行役員

取締役執行役員 西岡 正紀 株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

取締役執行役員 西村 治 株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

取締役 水島 正幸 株式会社博報堂代表取締役社長

取締役 落合 寛司 株式会社大広代表取締役社長

取締役 藤沼 大輔 株式会社読売広告社代表取締役社長

取締役 矢嶋 弘毅 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役

社外取締役 松田 昇

社外取締役 服部 暢達

専務執行役員 マイケル・バーキン kyu CEO

執行役員 赤木 直人

常勤監査役 星子 音晴 株式会社大広監査役

常勤監査役 足立 輝男

社外監査役 内田 実 株式会社読売広告社監査役

社外監査役 山口 勝之 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役

社外監査役 太田 建司 株式会社大広監査役

【株式会社博報堂】

◆平成２９年４月１日付 経営体制は以下の通りです。

主たる兼務状況

取締役相談役 成田 純治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役会長

取締役会長 戸田 裕一 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役社長

代表取締役社長 水島 正幸

取締役専務執行役員 景山 和憲

取締役専務執行役員 松崎 光正 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役

取締役常務執行役員 座間 一郎 株式会社ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ取締役会長
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取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行

役員

取締役常務執行役員 大西 繁

取締役常務執行役員 近藤 暢章

取締役常務執行役員 北風 勝

取締役常務執行役員 磯村 美樹

取締役執行役員 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社大広取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

取締役執行役員 西岡 正紀 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

取締役 沢田 邦彦 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役副社長

常務執行役員 渋谷 道紀

常務執行役員 中谷 吉孝 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

常務執行役員 江花 昭彦 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長

常務執行役員 三神 正樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員

常務執行役員 柴田 康之 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役

執行役員 増田 和則

執行役員 嶋本 達嗣

執行役員 立谷光太郎

執行役員 山本 浩

執行役員 伊藤俊太郎

執行役員 岸 直彦

執行役員 中尾 文美

執行役員 白井 博志

執行役員 藤井 久

執行役員 今井 明彦 株式会社ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ代表取締役社長

執行役員 斎藤 真人 博報堂アジア・パシフィック社長

Lunch Communications Sdn.Bhd.社長

執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

常勤監査役 益子 淳一 株式会社博報堂プロダクツ監査役

社外監査役 神谷 英一 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役

社外監査役 上田 廣一

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。
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◆平成２９年６月 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。

主たる兼務状況

取締役相談役 成田 純治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役会長

取締役会長 戸田 裕一 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役社長

代表取締役社長 水島 正幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役専務執行役員 景山 和憲

取締役専務執行役員 松崎 光正 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役

取締役常務執行役員 座間 一郎 株式会社ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ取締役会長

取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行

役員

取締役常務執行役員 大西 繁

取締役常務執行役員 近藤 暢章

取締役常務執行役員 北風 勝

取締役常務執行役員 磯村 美樹

取締役常務執行役員 中谷 吉孝 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

取締役常務執行役員 江花 昭彦 株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長

取締役執行役員 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社大広取締役

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

取締役執行役員 西岡 正紀 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

取締役 沢田 邦彦 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役副社長

常務執行役員 渋谷 道紀

常務執行役員 三神 正樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員

常務執行役員 柴田 康之

執行役員 増田 和則

執行役員 嶋本 達嗣

執行役員 立谷光太郎

執行役員 山本 浩

執行役員 伊藤俊太郎

執行役員 岸 直彦

執行役員 中尾 文美

執行役員 白井 博志

執行役員 藤井 久

執行役員 今井 明彦 株式会社ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ代表取締役社長
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執行役員 斎藤 真人 博報堂アジア・パシフィック社長

Lunch Communications Sdn.Bhd.社長

執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

常勤監査役 益子 淳一 株式会社博報堂プロダクツ監査役

社外監査役 神谷 英一 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役

社外監査役 上田 廣一

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。

【株式会社大広】

◆平成２９年４月１日付 経営体制は以下の通りです。

主たる兼務状況

取締役会長執行役員 岩井 秀一

代表取締役社長執行役員 落合 寛司 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役専務執行役員 安藤 輝彦

取締役常務執行役員 野沢 和彦

取締役常務執行役員 高橋 雅弘

取締役執行役員 魚谷 明

取締役執行役員 忠見 正仁

取締役執行役員 熊谷 克彦

取締役執行役員 大串 浩章 株式会社ディー・クリエイト代表取締役社長

取締役 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

執行役員 西島 一博

執行役員 楠山 昌生

執行役員 東方 久光

執行役員 中村 謙二

執行役員 藤澤 康親

執行役員 中村 正彦

執行役員 谷口 義一

執行役員 大地 伸和

執行役員 内田 哲也

執行役員 福井 淳一郎

執行役員 富田 芳光

常勤監査役 三崎 弘路

監査役 星子 音晴 株式会社博報堂ＤＹホールディングス常勤監査役

監査役 太田 建司 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役
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監査役 遠藤常二郎

◆平成２９年６月 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。

主たる兼務状況

取締役会長執行役員 岩井 秀一

代表取締役社長執行役員 落合 寛司 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役専務執行役員 安藤 輝彦

取締役常務執行役員 野沢 和彦

取締役常務執行役員 高橋 雅弘

取締役執行役員 魚谷 明

取締役執行役員 忠見 正仁

取締役執行役員 熊谷 克彦

取締役執行役員 大串 浩章 株式会社ディー・クリエイト代表取締役社長

取締役 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員

執行役員 西島 一博

執行役員 楠山 昌生

執行役員 東方 久光

執行役員 中村 謙二

執行役員 藤澤 康親

執行役員 中村 正彦

執行役員 谷口 義一

執行役員 大地 伸和

執行役員 内田 哲也

執行役員 福井 淳一郎

執行役員 富田 芳光

常勤監査役 三崎 弘路

監査役 星子 音晴 株式会社博報堂ＤＹホールディングス常勤監査役

監査役 太田 建司 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役

監査役 遠藤常二郎

【株式会社読売広告社】

◆平成２９年４月１日付 経営体制は以下の通りです。

主たる兼務状況

代表取締役会長 中田 安則

代表取締役社長 藤沼 大輔 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役常務執行役員 中島 均
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取締役常務執行役員 浅井 淳二

取締役執行役員 山路 英夫

取締役執行役員 渡邉 誠

取締役 五島謙一郎

取締役 西岡 正紀 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

執行役員 千田 和彦

執行役員 照沼 康彦

執行役員 宇野 光一

執行役員 榎本 元

執行役員 倉田 典昌

執行役員 玉井 信之

執行役員 野田 啓三

執行役員 皆川 浩一

執行役員 中村 幸義 株式会社読広クロスコム代表取締役社長

監査役 菊地 良太

監査役 長田 信也

監査役 内田 実 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役

◆平成２９年６月 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。

主たる兼務状況

取締役会長 中田 安則

代表取締役社長 藤沼 大輔 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役常務執行役員 中島 均

取締役常務執行役員 浅井 淳二

取締役執行役員 山路 英夫

取締役執行役員 渡邉 誠

取締役執行役員 照沼 康彦

取締役 西岡 正紀 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社博報堂ＤＹキャプコ代表取締役社長

執行役員 千田 和彦

執行役員 宇野 光一

執行役員 榎本 元

執行役員 倉田 典昌

執行役員 玉井 信之

執行役員 野田 啓三
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執行役員 皆川 浩一

執行役員 中村 幸義 株式会社読広クロスコム代表取締役社長

監査役 菊地 良太

監査役 長田 信也

監査役 内田 実 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役

【株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ】

◆平成２９年４月１日付経営体制は以下の通りです。

主たる兼務状況

代表取締役社長 大森 壽郎 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

取締役専務執行役員 宮崎 育久

取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

株式会社博報堂取締役常務執行役員

取締役常務執行役員 新倉 雄二

取締役常務執行役員 桜井 徹哉

取締役常務執行役員 五十嵐真人

取締役 柴田 康之 株式会社博報堂常務執行役員

取締役 松崎 光正 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行役員

株式会社博報堂取締役専務執行役員

取締役 矢嶋 弘毅 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役

社長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

代表取締役会長 CEO

常務執行役員 三神 正樹 株式会社博報堂常務執行役員

執行役員 岩田 天植

執行役員 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役

執行役員 井上 喬郎

執行役員 石井 昌彦

執行役員 山本 憲吾

執行役員 辻 輝 株式会社博報堂ＤＹデジタル代表取締役社長

執行役員 野沢 直樹

執行役員 相坂 勇人 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

取締役副社長

執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂執行役員

常勤監査役 山田 正彦

監査役 神谷 英一 株式会社博報堂社外監査役
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監査役 山口 勝之 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。

◆平成２９年６月 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。

主たる兼務状況

取締役会長 大森 壽郎

代表取締役社長 矢嶋 弘毅 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役

取締役専務執行役員 宮崎 育久

取締役常務執行役員 今泉 智幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行役員

株式会社博報堂取締役常務執行役員

取締役常務執行役員 新倉 雄二

取締役常務執行役員 桜井 徹哉

取締役常務執行役員 五十嵐真人

取締役 松崎 光正 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行役員

株式会社博報堂取締役専務執行役員

常務執行役員 三神 正樹 株式会社博報堂常務執行役員

執行役員 岩田 天植

執行役員 西村 治 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役

執行役員 井上 喬郎

執行役員 石井 昌彦

執行役員 山本 憲吾

執行役員 辻 輝 株式会社博報堂ＤＹデジタル代表取締役社長

執行役員 野沢 直樹

執行役員 相坂 勇人 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

取締役副社長

執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂執行役員

常勤監査役 山田 正彦

監査役 神谷 英一 株式会社博報堂社外監査役

監査役 山口 勝之 株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。


