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代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 
  

当社は、平成20年２月20日開催の取締役会において、以下のとおり平成20年３月28日付で代表取締

役及び役員の異動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、取締役及び監査役選任につきましては、平成20年３月28日開催予定の当社第20期定時株主総

会にて、代表取締役につきましては同日開催の取締役会にて、正式決定される予定であります。 

 

記 
１．異動の理由 

当社グループは、これまで専らテレビアニメに偏重していた事業体質を見直し、「質の高いコンテ

ンツの確保と制作投資」、「メディア領域の拡大」、「優良クライアントの拡大」の方針のもと、テレ

ビ・キャラクター事業と出版事業を中心に成長を目指しております。しかしながら未だ出版事業は

グループ全体の業績を牽引するまでに至らず、平成 19 年 12 月期は多額の損失を計上する結果とな

りました。 
平成 20 年 12 月期においても、関連会社フリュー株式会社普通株式売却益を特別利益として計上

し、当期純利益は確保する予定ではありますものの、引き続き営業損失及び経常損失を見込まざる

を得ないという厳しい経営環境が続いております。 
当社はこのような状態からの早期脱却を図るべく経営陣の強化、予算管理の厳格化等々の経営改

革に取り組むため新たに代表取締役会長職を創設し、エンタテイメント業界の斯業経験も豊富であ

る米国公認会計士を迎え入れ、代表取締役を現在の社長１名から会長１名、社長１名の２名体制と

する一方、迅速な意思決定が可能となるよう現在の取締役５名から４名体制に改めることといたし

ました。 
 
２．代表取締役の異動（平成 20 年３月 28 日付） 
 

氏名 新役職 現役職 
Takaki Paul Tsuneo 代表取締役会長 ― 

  注）１．会長職の創設は、平成 20 年３月 28 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会に付議され

る「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。 
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２．代表者は代表取締役社長鈴木 徹也であります。本件は代表取締役の異動に関するお知

らせであり、代表者の異動を伴うものではありません。 
 
 
３．新任代表取締役の略歴 

氏  名  Takaki Paul Tsuneo（たかき ぽーる つねお）

生年月日  昭和 23 年３月 20 日 
略  歴  昭和 49 年５月  米国公認会計士資格取得 
      昭和 49 年９月  ピート・マーウィック・ミッチェル監査法人入所 
      昭和 50 年９月  シンガーミシン・カンパニー入社 
      昭和 53 年９月  ワーナー・ブラザーズ入社 
      昭和 59 年 10 月 ワーナー・ブラザーズ映画会社ジャパン日本代表就任 
      昭和 63 年 10 月 ワーナー・ブラザーズ映画会社コンシューマープロダクツ極東・

オセアニア代表就任 
      平成３年５月  シティバンク・ジャパン副社長就任 
      平成４年２月  マーヴル・コミックス極東・オセアニア代表就任 
      平成８年６月  株式会社デアゴスティーニ・ジャパン代表取締役副社長就任 
      平成９年９月  株式会社デアゴスティーニ・ジャパン代表取締役社長就任 
      平成 15 年２月 ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ・ファー・イ

ースト代表取締役社長就任 
      平成 20 年３月 当社代表取締役会長就任（予定） 

 
４．その他役員の異動（平成 20 年３月 28 日付） 
 ①新任予定取締役 

氏名 新役職 現役職 

亀山 泰夫 取締役マネージメント・グル

ープリーダー 
マーケティング・グループデ

ィレクター 
  （新任取締役の略歴） 

氏  名  亀山 泰夫（かめやま やすお）

生年月日  昭和 33 年３月 26 日 
略  歴  昭和 56 年４月  株式会社旭通信社（現 株式会社アサツー ディ・ケイ）入        

社 
      平成 15 年７月  当社入社 
      平成 20 年３月  当社取締役マネージメント・グループリーダー就任（予定） 

 ②新任予定監査役 
氏名 新役職 現役職 

藤田 誠司 （社外）監査役 ― 
  （新任取締役の略歴） 

氏  名  藤田 誠司（ふじた せいし）

生年月日  昭和 35 年 11 月 13 日 
略  歴  昭和 63 年 10 月 港監査法人（現ＫＰＭＧあずさ監査法人）入所 

平成４年８月  公認会計士登録 
平成９年１月  藤田公認会計士事務所開所（現任） 
平成 10 年８月  株式会社ジェイメック監査役就任 
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平成 13 年２月  株式会社ジェイメック取締役就任。株式会社リジュー代表取締 

役就任 
平成 15 年３月  株式会社リプラス監査役就任 
平成 19 年７月  株式会社アーキエッジ監査役就任（現任） 
平成 20 年３月  当社（社外）監査役就任（予定） 

 
 ③退任予定取締役（平成 20 年３月 28 日予定） 

氏名 新役職 現役職 退任理由 

田中 弘之 ― 取締役マネージメン

ト・グループリーダー
一身上の都合による 

下野 誠一郎 ― （社外）取締役 一身上の都合による 
跡田 直澄 ― （社外）取締役 一身上の都合による 

 
 ④退任予定監査役 

氏名 新役職 現役職 退任理由 
戸田 良一 ― （社外）監査役 一身上の都合による 

 
５．第 20 期定時株主総会後の新体制（平成 20 年３月 28 日～） 

 役職 氏名 担当 
新任 １ 代表取締役会長 Takaki Paul Tsuneo  

 ２ 代表取締役社長 鈴木 徹也  
 ３ 取締役 酒井 ちよ マーケティング・グループリーダー 

新任 ４ 取締役 亀山 泰夫 マネージメント・グループリーダー 
 ５ 監査役 加藤 孝雄 常勤監査役 
 ６ 監査役 野沢 由之 社外監査役 

新任 ７ 監査役 藤田 誠司 社外監査役 
 

以   上 
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