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４月１日付執行役員人事・６月取締役内定人事のお知らせ 

 

 

謹啓 時下ますますの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、厚く御礼申し上げます。 

弊社では、本日２月２5 日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、取締役人事は６月開催予定の第 105期提示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。 
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2020 年（令和 2年）2月 25 日 

各  位 



 

記 

 

（１）執行役員の昇任（令和２年４月１日付）  

氏名 新職 旧職 

野沢 和彦 

取締役専務執行役員         

社長補佐 

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統括担当 

（株）大広ＷＥＤＯ 取締役（非常

勤）（兼務） 

取締役常務執行役員           

社長補佐 

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統括担当 

（株）大広ＷＥＤＯ 取締役（非

常勤）（兼務） 

高橋 雅弘 

取締役専務執行役員         

社長補佐 

ＢＡＰ統括担当 

アイビーシステム（株）代表取締

役専務（非常勤）（兼務） 

（株）大広ＷＥＤＯ 取締役（非常

勤）（兼務） 

取締役常務執行役員           

社長補佐 

ＢＡＰ統括担当 

アイビーシステム（株）代表取

締役専務（非常勤）（兼務） 

（株）大広ＷＥＤＯ 取締役（非

常勤）（兼務） 
   

   

（２）執行役員の新任（令和２年４月１日付）  

氏名 新職 旧職 

升本 恭一郎 

執行役員                

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長 

（株）ディー・クリエイト 専務取締

役 ＷＥＣ事業本部長（兼務） 

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長 

（株）ディー・クリエイト ＷＥＣ事

業本部長（兼務） 

   

（3）執行役員の退任（令和２年４月１日付）  

氏名 新職 旧職 

富田 芳光 

㈱ディー・クリエイト          

顧問（４月１日付）          

㈱ディー・クリエイト         

取締役副社長 ＤＲＳ事業本部

長（６月予定）          

執行役員              

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長、 

東京第１ＢＡＰ本部 第１プロデ

ュース局 局長（兼務） 

 

 

 

 

 

 

 

  



（４）担当職務の変更（令和２年４月１日付）  

氏名 新職 旧職 

東方 久光 

常務執行役員            

ＢＡ統括（統括補佐）                

常務執行役員               

ＢＡ統括 ＢＡ統括本部 本部

長 

中村 正彦 

執行役員               

ＢＡ統括 ＢＡ統括本部 本部長 

（株）大広ＷＥＤＯ 執行役員（兼

務） 

執行役員                 

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長、 

ＢＡ統括 顧客価値開発本部 

副本部長（兼務） 

谷口 義一 

執行役員               

テーマビジネス開発局担当 

執行役員              

コンテンツ事業推進局担当 

大地 伸和 

執行役員 

チーフテクノロジーオフィサー、 

ＢＡ統括 顧客価値開発本部  

本部長 

ＢＡＰ統括 東京第２ＢＡＰ本部 

副本部長（兼務） 

執行役員 

チーフテクノロジーオフィサー、 

ＢＡ統括 顧客価値開発本部 

本部長 

内田 哲也 

執行役員                             

ＢＡＰ統括 （メディアビジネス担

当）                

執行役員              

ＢＡ統括 顧客価値開発本部 

副本部長、                         

ＢＡＰ統括 （メディアビジネス

担当）（兼務） 

泉 恭雄 

執行役員               

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長 

執行役員              

ＢＡＰ統括 東京第１ＢＡＰ本部 

副本部長 

（株）大広ＷＥＤＯ 執行役員

（兼務）                
  

 

   

(5)監査役の新任(令和２年６月予定）  

氏名 新職 旧職 

友田 和彦 

監査役                

株式会社博報堂ＤＹホールディ

ングス社外監査役（兼務） 

公認会計士 

   

(６)監査役の退任(令和２年６月予定）  

氏名 新職 旧職 

太田 建司   

監査役              

株式会社博報堂 DYホールデ

ィングス社外監査役（兼務） 

 



【参考資料】 
 

【株式会社大広】 

◆２０２０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 

取締役副社長執行役員   安藤 輝彦 

取締役専務執行役員    野沢 和彦   

取締役専務執行役員    高橋 雅弘 

取締役執行役員      熊谷 克彦 

取締役執行役員      大串 浩章   

取締役執行役員      藤澤 康親 

取締役執行役員      山下 博嗣 

取締役          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

常務執行役員       東方 久光   

執行役員         楠山 昌生 

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         沖林 義樹 

執行役員         横田 宏喜 

執行役員         泉  恭雄 

執行役員         升本 恭一郎 

常勤監査役        三崎 弘路 

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  
 

 

 

◆２０２０年６月下旬 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 

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 

取締役副社長執行役員   安藤 輝彦 

取締役専務執行役員    野沢 和彦   

取締役専務執行役員    高橋 雅弘 

取締役執行役員      熊谷 克彦 

取締役執行役員      大串 浩章   

取締役執行役員      藤澤 康親 

取締役執行役員      山下 博嗣 

 



取締役          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

常務執行役員       東方 久光   

執行役員         楠山 昌生 

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         沖林 義樹 

執行役員         横田 宏喜 

執行役員         泉  恭雄 

執行役員         升本 恭一郎 

常勤監査役        三崎 弘路 

監査役          遠藤 常二郎 

監査役          友田 和彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

 

※名称について 

・ＢＡＰ本部：ブランドアクティベーションプロデュース本部 

・ＢＡＰ統括本部：ブランドアクティベーションプロデュース統括本部 

・ＢＡ統括：ブランドアクティベーション統括 

 


