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2015 年（平成 27 年）3 月 3 日 

   各  位        

                                                                 株式会社 大広 

                                                              総務局 広報部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 4 月 1 日付執行役員人事、6 月取締役及び監査役（候補者） 

 内定人事のお知らせ  

 

  謹啓   時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 

厚くお礼申し上げます。 

   弊社では、本日 3 月 3 日（火）に開催致しました臨時取締役会において 4 月 1 日付で下記

の通り執行役員人事を内定致しましたので、ご連絡申し上げます。 

  同時に、取締役及び監査役（候補者）人事を内定致しましたので、ご連絡申し上げます。 

  なお、取締役・監査役人事は 6 月開催予定の第 100 期定時株主総会及び取締役会の承 

認を経て、正式決定となります。 

 

敬具 

 

記 

 

【執行役員人事】（4 月 1 日付） ※アンダーラインが新職です。 

（新）                                （現） 

代表取締役会長執行役員（再任） 岩井   秀一 代表取締役会長執行役員  

   
代表取締役社長執行役員（再任） 落合   寛司 代表取締役社長執行役員 

（兼 株式会社博報堂ＤＹ  （兼 株式会社博報堂ＤＹ 

ホールディングス取締役）       ホールディングス取締役） 

 

取締役専務執行役員（昇任） 北村    陽 取締役常務執行役員 

ビジネス統括ユニット長  ビジネス統括ユニット長 

   

取締役常務執行役員（再任） 野沢   和彦 取締役常務執行役員 

グループマネジメントユニット長   グループマネジメントユニット長 
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取締役常務執行役員（再任） 高橋   雅弘 取締役常務執行役員 

第 1 ビジネスユニット長  第 1 ビジネスユニット長 

 

取締役執行役員（再任） 魚谷    明 取締役執行役員 

ビジネス統括ユニット（エリア  ビジネス統括ユニット長補佐 

戦略）担当   

 

取締役執行役員（再任） 西本   紀行 取締役執行役員 

大阪ビジネスユニット長   大阪ビジネスユニット長 

 

取締役執行役員（再任） 仲      貢 取締役執行役員 

ストラテジックプランニング、  ビジネス統括ユニット長補佐、 

クリエイティブ、コミュニケーション  兼 株式会社大広ＯＮＥS 

デザイン、統合プロモーション  代表取締役社長 

担当補佐   

兼 株式会社大広ＯＮＥS 

代表取締役社長 

 

 

執行役員（再任） 西島   一博 執行役員 

ビジネス統括ユニット（メディア  第 1 ビジネスユニット長補佐 

ビジネス推進局）担当   

社長特命担当   

 

執行役員（再任） 忠見   正仁 執行役員 

グローバルビジネスユニット長   グローバルビジネスユニット長 

 

執行役員（再任） 大串   浩章 執行役員 

第 2 ビジネスユニット長、   第 2 ビジネスユニット長 

アクティベーションデザイン   アクティベーションデザイン 

ユニット長補佐   ユニット長補佐 

兼 株式会社ディー・クリエイト   兼 株式会社ディー・クリエイト 

代表取締役社長   代表取締役社長 
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執行役員（再任） 楠山   昌生 執行役員 

グループマネジメントユニット   グループマネジメントユニット長 

（経営企画局、人事局、   補佐 

総務局）担当 

 

執行役員（再任） 掛川   晴夫 執行役員 

大阪ビジネスユニット   大阪ビジネスユニット長補佐 

（第 1～第 4 営業局）担当    

 

執行役員（再任） 東方   久光 執行役員 

アクティベーションデザイン   アクティベーションデザイン 

ユニット長   ユニット長 

兼 株式会社Ｄ＆Ｉパートナーズ   兼 株式会社Ｄ＆Ｉパートナーズ 

代表取締役社長   代表取締役社長 

 

専務執行役員（新任） 安藤   輝彦 株式会社博報堂プロダクツ 

チーフクリエイティブオフィサー  顧問 

ストラテジックプランニング、   

クリエイティブ、コミュニケーション  

デザイン、統合プロモーション担当 

   

 

 

【取締役人事】（6 月予定） 

１．取締役（候補者）及び執行役員人事（内定） 

（新）                                （現） 

代表取締役会長執行役員（再任） 岩井   秀一 代表取締役会長執行役員 

   
代表取締役社長執行役員（再任） 落合   寛司 代表取締役社長執行役員 

(兼 株式会社博報堂ＤＹ  (兼 株式会社博報堂ＤＹ 

ホールディングス取締役）  ホールディングス取締役） 

 

取締役専務執行役員（再任） 北村    陽 取締役常務執行役員 

 

取締役常務執行役員（再任） 野沢   和彦 取締役常務執行役員 
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取締役常務執行役員（再任） 高橋   雅弘 取締役常務執行役員 

 

取締役執行役員（再任） 魚谷    明 取締役執行役員 

 

取締役執行役員（再任） 西本   紀行 取締役執行役員 

 

取締役執行役員（再任） 仲      貢 取締役執行役員 

兼 株式会社大広ＯＮＥS  兼 株式会社大広ＯＮＥS 

取締役  代表取締役社長 

 

取締役（再任） 西村    治 取締役 

兼 株式会社博報堂ＤＹホール  兼 株式会社博報堂ＤＹホール 

ディングス取締役執行役員   ディングス取締役執行役員 

兼 株式会社博報堂取締役  兼 株式会社博報堂取締役 

執行役員 兼 株式会社博報堂  執行役員 兼 株式会社博報堂 

ＤＹメディアパートナーズ  ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員  執行役員 

 

取締役専務執行役員（新任） 安藤   輝彦 専務執行役員 

 

 

２．監査役（候補者）人事（内定） 

（新）                                （現） 

監査役（新任） 三崎   弘路 株式会社大広 監査局 局長 

 

３．退任監査役（予定者） 

若狭  史朗（株式会社大広 顧問 就任予定） 

 

 

※株式会社博報堂ＤＹホールディングス及び事業会社の人事につきましては、6 月開催予定の同

社定時株主総会並びに取締役会で決議される予定です。 

 

以  上 
●この件に関するお問合せは下記までお願いいたします。 

株式会社大広 総務局広報部 長谷川 

ＴＥＬ：０３－６３６４－８６０１ 
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＜参考資料 １＞ 

４月１日付新任執行役員及び６月新任取締役（候補者）（内定）略歴 

 

安藤 輝彦 （あんどう てるひこ） 

（１９４６年（昭和２1）年９月１日生 ６８歳） 

 

      （社外歴） 

１９７１年（昭和 46 年）    ４月         株式会社博報堂 入社  

２００５年（平成 17 年）     ６月 同社 取締役執行役員 

２００６年（平成 18 年）     ４月 同社 取締役常務執行役員 

２００８年（平成 20 年）     ４月 同社 取締役専務執行役員 

２０１０年（平成 22 年）     ４月 株式会社博報堂プロダクツ 代表取締役社長 

２０１４年（平成 26 年）    ３月          同社 代表取締役社長退任 

２０１４年（平成 26 年）    ６月 同社 顧問 

  

現在に至る 

 

 

＜参考資料 ２＞ 

新任監査役（候補者）（内定）略歴 

 

三崎 弘路 （みさき ひろみち） 

（１９５６年（昭和３１年）７月２２日生 ５８歳） 

 

１９９０年（平成 2 年）    ３月         株式会社大広入社  

２００２年（平成 14 年）    ９月 同社 総務局総務 2 部部長 

２００７年（平成 19 年）   ４月 同社 総務局法務部部長 

２０１１年（平成 23 年）   ４月 同社 総務局局長 

２０１２年（平成 24 年）  １０月 同社 監査局局長 

２０１４年（平成 26 年）   ４月 同社 監査局局長 兼 監査役室室長 

 

現在に至る 
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＜参考資料 ３＞ 

2015 年（平成 27 年）4 月 1 日付経営体制は、以下の通りです。 

 

代表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  

取締役専務執行役員 北村    陽  

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 西本   紀行 

取締役執行役員 仲      貢 

取締役 西村    治 

 

専務執行役員 安藤   輝彦 

執行役員 西島   一博  

執行役員 忠見   正仁 

執行役員 大串   浩章 

執行役員 楠山   昌生 

執行役員 掛川   晴夫 

執行役員 東方   久光 

 

常勤監査役 若狭   史朗 

監査役 今井    徹  

監査役 宮内    忍 

監査役 星子   音晴 
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＜参考資料 ４＞ 

2015年（平成 27年）6月開催予定の定時株主総会並びに取締役会後の経営体制は、以下の通り

です。 

 

 

代表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  

取締役専務執行役員 北村    陽  

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 西本   紀行 

取締役執行役員 仲      貢 

取締役 西村    治 

 

執行役員 西島   一博  

執行役員 忠見   正仁 

執行役員 大串   浩章 

執行役員 楠山   昌生 

執行役員 掛川   晴夫 

執行役員 東方   久光 

 

 

常勤監査役 三崎   弘路 

監査役 今井    徹  

監査役 宮内    忍 

監査役 星子   音晴 

 

 

 

 

以  上 


