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代表取締役の異動並びに組織変更及び人事異動についてのお知らせ 
 
 
 

当社は、平成 18 年４月 27 日開催の取締役会におきまして、代表取締役の異動の内定並びに組

織変更及び人事異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、代表取締役の異動及び役員の異動に関しましては、平成 18 年６月 28 日開催予定の当社

定時株主総会及びその後の取締役会で正式決定となります。 

 

記 

 
１．代表取締役の異動（平成 18 年６月 28 日付予定） 

  

氏名 新役職名 旧役職名 

田中  実 代表取締役社長 取締役副社長 

穐田 誉輝 取締役相談役 代表取締役社長 

 

（1） 異動の理由 

当社は、代表取締役社長穐田誉輝のもと平成 15 年 10 月に東証マザーズへ上場、平成 17

年３月に東証第一部への市場変更を果たし、経営基盤の確立並びに事業の拡大に邁進して

まいりましたが、組織の活性化により更なる事業の躍進と企業価値の増大を図るため、経

営体制を刷新することといたしました。現代表取締役社長穐田誉輝は、今後も取締役相談

役として経営に関して、助言等を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 カ カ ク コ ム 
代 表 者 名 代表取締役社長  穐田 誉輝 

（コード番号：２３７１ 東証第一部）  

問い合せ先 取締役副社長   田中 実 
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５８０５－７５１１ 



（2） 新任代表取締役の氏名および経歴 
  

新 役 職 名  代表取締役社長 

氏 名 田中 実（たなか みのる） 

生 年 月 日 昭和 37 年５月６日（43 歳） 

出 身 地 兵庫県 

現 住 所 東京都 

最 終 学 歴 東京外国語大学外国語学部卒業 

略 歴 昭和 61 年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京 UFJ 銀行）入行 

 平成 13 年９月 ㈱デジタルガレージ入社 

 平成 14 年７月 当社取締役 

 平成 15 年４月 当社取締役ＣＦＯ 

 平成 17 年６月 当社取締役副社長 

 平成 18 年６月 当社代表取締役社長就任（予定） 

 

 

２．組織変更（平成 18 年５月１日付） 
   変化のスピードが速いインターネット業界において、戦略的な意思決定とその実行のス

ピードアップを図るとともに、既に確立された当社運営サイトのサービスおよびブランド

の強化、さらにはインフラと情報セキュリティの充実を図るため、下記の通り組織を刷新

いたします。 
まず意思決定とサービス開発のスピードアップにより、既存サービスを強化することを

目的として、システム本部サービス開発部を各事業部に組み込み、事業と業務の関連性に

応じて、プロダクト本部とサービス本部に再編いたします。一方、従来のシステム本部プ

ラットフォーム部はシステムプラットフォーム部とし、インフラおよび情報セキュリティ

の強化を図ります。また、運営ウェブサイト全体の機能向上、サイトブランディングの強

化、およびユーザーマーケティングの充実のためブランドマーケティング部を新設いたし

ます。さらに新規事業展開のスピードアップのため、事業開発部の中にモバイル推進室、

CGM推進室、EC推進室を設置いたします。加えて、情報セキュリティの向上のため、管

理本部内の情報セキュリティ室を社長直轄とするとともに、各種のコンプライアンス強化

のため管理本部内に法務室を新設いたします。 

 

 

 

 

 



３．人事異動 

（1） 役員（平成 18 年６月 28 日付予定） 

新役職名 氏名 現役職名 

代表取締役社長 田中 実 取締役副社長 

取締役相談役 穐田 誉輝 代表取締役社長 

取締役ＣＴＯ 
（ブランドマーケティング部・システム

プラットフォーム部管掌） 
安田 幹広 取締役ＣＴＯ兼システム本部長 

取締役サービス本部長 内田 陽介 執行役員第一事業部長 

取締役プロダクト本部長兼 
メディアマーケティング部長 

畑 彰之介 執行役員第三事業部長 

取締役事業開発部長兼 
モバイル推進室長兼ＥＣ推進室長 

井上 英樹 執行役員事業開発部長 

※安田幹広、内田陽介、畑彰之介、井上英樹の委嘱・担当業務の変更については、平成 18 年 

５月１日付。 
 

（2） 執行役員（平成 18 年５月 1日付） 
新役職名 氏名 現役職名 

上席執行役員管理本部長兼 
財務経理部長兼総務人事部長 

平井 裕文 執行役員管理本部長兼 
財務経理部長兼総務人事部長 

執行役員経営企画室長 上村 はじめ 経営企画室長 

執行役員プロダクト本部  
ショッピングメディア部長 

鎌田 剛 第二事業部 部長 

執行役員ブランドマーケティング部長 結城 晋吾 第二事業部 部長 

 
（3） 部室長（平成 18 年５月１日付） 

新役職名 氏名 現役職名 

プロダクト本部システム担当部長 赤坂 徹 システム本部サービス開発部長 

サービス本部通信サービス部長 柴木 龍 第一事業部 次長 

サービス本部金融サービス部長 川崎 剛 経営企画室 

サービス本部金融サービス部担当部長 木島 俊哉 経営企画室 

サービス本部システム担当部長 大久保 寛 システム本部サービス開発部主任 

システムプラットフォーム部長 杉山 真也 システム本部プラットフォーム部 

事業開発部ＣＧＭ推進室長 村上 敦浩 第一事業部 主任 

情報セキュリティ室長兼 
コンプライアンス室長 

生越 一之 管理本部情報セキュリティ室 

管理本部法務室長 木村 英治 管理本部付 
 

以上 



 
【ご参考：新組織図】                   （平成 18 年５月１日付） 
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