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クロスメディア提案力強化のための組織変更について 

 

 当社は3月25日の当社取締役会において、4月1日付けで当社の組織体制の変更を決定いたしましたので、

ご報告いたします。 

記 

 
１． 組織変更の目的 

当社は、インタラクティブ・エージェンシーNo.1 の企業として、顧客満足度を追求するために、より一層のクロスメ

ディア提案力の強化及び多様な顧客のニーズに迅速に対応することを目的に組織変更と、新任での執行役員

の選任を決定いたしました。 

執行役員の管掌変更に関しては、常務執行役員WI 事業（Web インテグレーション）管掌の廣田和也氏が、広告

マーケティング事業の管掌となり、Web インテグレーションと広告マーケティングの融合を促進します。 

さらに、新たに Web インテグレーション事業管掌担当の常務執行役員として、ゴメス・コンサルティング株式会社

の代表取締役の経歴を持つ西村徹氏が就任いたします。 

さらに、別途「代表取締役の異動」のリリースでご報告の通り、代表取締役社長として、株式会社IMJモバイル代表

取締役社長の廣田武仁氏が就任します。これらの施策により、当社グループ内での各事業の知見を深く融合し、

厳しい市況において、ネットマーケティングのROIを追求するインタラクティブ投資に積極な顧客の満足度を高め

てまいる所存です。 

 

 

２． 執行役員 ＊は新任執行役員 

 旧 新 

堀口 雄二 
取締役執行役員兼CFO ES 本部管掌 

（人財戦略室、コーポレート推進室） 

取締役執行役員兼CFO ES 本部管掌 

（人財戦略室、アカウンティング統括室、経営推進室） 

脇 尊裕 
常務執行役員 経営企画本部管掌 

（アカウンティング統括室） 

常務執行役員  

事業推進本部 WI 第6 事業本部管掌 

廣田 和也 

常務執行役員  

Web インテグレーション事業管掌 

営業本部管掌 

常務執行役員  

広告マーケティング事業管掌 

IMO 事業本部管掌 

田岡 敬 
常務執行役員  

広告マーケティング事業管掌 

常務執行役員 

株式会社3i 代表取締役社長 

西村 徹＊ 新任 

常務執行役員  

Web インテグレーション事業管掌 

営業本部、WI 第4 事業本部、第5 事業本部、 

意匠計画室管掌 

岩田 勇 
執行役員 事業推進本部 

WI 第2 事業本部、第3 事業本部管掌 
執行役員 WI 第3 事業本部管掌 

加藤 圭介 
執行役員 EC 事業本部 

Marketing Technology 事業本部管掌 

執行役員 EC 事業本部 

Marketing Technology 事業本部管掌 

News Release 



 旧 新 

杓井 一夫＊ 新任 執行役員 WI 開発室管掌 

久田 祐通＊ WI 第1 事業本部長 執行役員 WI 第1 事業本部管掌 

大塚 健史＊ WI 第2 事業本部長 執行役員 WI 第2 事業本部管掌 

篠原 裕二＊ 新任 執行役員 IMO 事業本部管掌 

山下 淳一郎 
執行役員  

WI 第1 事業本部、第5 事業本部管掌 
退任 

 

３． 新任執行役員の略歴 

■西村 徹 （常務執行役員 WI事業管掌）  

1997 年06 月   ソフトバンク株式会社入社  

2000 年04 月   ソフトバンク・ファイナンス株式会社 転籍 

2003 年04 月   ゴメス・コンサルティング株式会社へ出向  

2003 年11 月   ゴメス・コンサルティング株式会社 取締役就任  

2004 年07 月   ゴメス・コンサルティング株式会社 代表取締役社長就任  

2005 年04 月   ゴメス・コンサルティング代表取締役執行役員COO 就任  

2009 年 03 月   IMJ 入社 常務執行役員就任 

 

■杓井 一夫 （執行役員 WI開発室管掌）  

1986 年 04 月 株式会社レマン 77 入社 

1989 年 08 月 株式会社東急エージェンシーインターナショナル入社 

1992 年 10 月 株式会社博報堂C&D 入社 

1999 年 10 月 株式会社インタービジョン（現：株式会社フロンテッジ）入社 

  クリエイティブディレクター就任 

2009 年 03 月 IMJ 入社 執行役員就任 

＜賞歴＞ 東京コピーライターズクラブ新人賞、朝日広告大賞部門賞、読売広告大賞部門賞、 

   フジサンケイ広告大賞金賞、日経広告賞準部門賞、毎日広告デザイン賞シリーズ広告賞 

   日本新聞広告賞優秀賞、クリオ国際広告賞、IBA 国際広告賞など 

 

■久田 祐通 （執行役員 WI第1 事業本部管掌）  

  1996 年 04 月   株式会社セガ・エンタープライズ（現：株式会社セガ） 入社 

  2001 年 10 月  IMJ 入社 

  2005 年 12 月  当社 WI 第2 事業本部 第1 事業部長就任 

  2007 年 10 月  当社 WI 第1 事業本部長就任 

2009 年 04 月 当社 執行役員就任 

 

■大塚 健史 （執行役員 WI第2 事業本部管掌）   

  1995 年 04 月  ジェイ・エル・エイ株式会社 入社 

  2000 年 10 月  IMJ 入社 

  2005 年 06 月  当社 WI 第2 事業本部 第2 事業部長 就任 

  2007 年 10 月  当社WI 第2 事業本部長就任 

       IMJ ベトナム 副社長就任 

2009 年 04 月 当社 執行役員就任 

 

■篠原 裕二 （執行役員 IMO事業本部管掌）  

  1990 年０4 月  株式会社リクルート 入社 

  2004 年０4 月  関西グループゼネラルマネージャー就任 

  2004 年 10 月  「ケイコとマナブ」関西版・東海版編集長兼務就任 

  2007 年０4 月  学びカンパニー 営業1 部 カンパニーオフィサー就任 

  2009 年０3 月  IMJ 入社 執行役員就任 

 



４． 組織図 

 
 

 

５．参考： 

 2009 年3 月25 日に発表しました「代表取締役の異動について」も合わせてご確認ください。 

代表取締役異動の内容 

氏名 現役職 新役職 

樫野 孝人 
代表取締役社長 執行役員 兼 
グループCEO 代表取締役 会長 

廣田 武仁 
取締役 兼 

株式会社IMJ モバイル代表取締役社長 

代表取締役 社長 兼 

株式会社IMJ モバイル代表取締役社長 

増田 宗昭 取締役会長 取締役 

 

以上 
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