
 

 

平成 26年 11月 14 日 

各      位 

本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号 

会 社 名  株式会社アイレップ 

代表者名  代表取締役社長ＣＥＯ 紺野 俊介 

                               （東証第二部・コード 2132） 

問合せ先  取締役ＣＦＯ管理本部長 永井 敦 

電話番号  03-3596-8700（代） 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 12 月 19 日開催予定の第 17 回定時株主総会に付議

する役員の異動について決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

役員の異動（平成 26 年 12 月 19 日付予定） 

 

１． 重任取締役候補者 

紺野 俊介（現 代表取締役社長ＣＥＯ） 

永井 敦 （現 取締役ＣＦＯ） 

下山 哲平（現 取締役） 

矢嶋 弘毅（現 社外取締役） 

島田 雅也（現 社外取締役） 

三神 正樹（現 社外取締役） 

（注）矢嶋 弘毅氏、島田 雅也氏、及び三神 正樹氏は、社外取締役候補者であります。 

 

２． 新任取締役候補者 

小坂 洋人 

辻 輝 

禿河 毅 

杉山 全功 

（注）辻 輝氏、禿河 毅氏、及び杉山 全功氏は、社外取締役候補者であります。 

 

３．退任予定取締役 

渡辺 隆広（現 取締役） 



（注）任期満了に伴う退任であります。 

渡辺 隆広氏は、SEM総合研究所をはじめとした当社専門技術の責任者として、役員と同

等の権限をもって引き続き当社事業経営に携わります。 

 

４．重任監査役候補者 

大武 正史（現 社外監査役） 

（注）大武 正史氏は、社外監査役候補者であります。 

 

５．新任監査役候補者 

大塔 達也 

（注）大塔 達也氏は、社外監査役候補者であります。 

 

６．退任予定監査役 

寺井 久春（現 社外監査役） 

（注）任期満了に伴う退任であります。 

 

 

 

【ご参考】新任取締役及び監査役候補者の略歴 

 

（新任取締役候補者） 

氏  名 小坂 洋人 

生年月日 昭和 53年６月１日 

略  歴 平成 14年４月 株式会社ディスコキャリアコンサルタンツ入社 

  平成 14年 10月 当社入社 

平成 16年 10月 インターネット事業部チームマネージャー 

平成 18年 10月 インターネットマーケティング事業部 

  セールスグループマネージャー 

平成 21年１月 執行役員営業本部長 

平成 22年４月 執行役員営業本部長 

  兼 第１コミュニケーション本部長（現任） 

平成 24年 12月 株式会社ロカリオ代表取締役社長（現任） 

 

氏  名 辻 輝 

生年月日 昭和 39年９月 26日 

略  歴 平成２年６月 株式会社博報堂入社 

平成 19年４月 同社 i－事業推進室事業開発推進部長 

兼 国内グループ事業局 



平成 20年４月 同社 i－事業推進室室長代理 

兼 事業開発推進部長 

兼 国内グループ事業局 

平成 21年４月 同社エンゲージメントビジネス局局長代理 

兼 事業開発推進部長 

兼 国内グループ事業局 

兼 営業統括局計画グループ 

平成 22年４月 同社 EBU第十五営業局局長代理 

兼 EBU戦略企画部長 

兼 EBU営業推進部長 

平成 23年４月 同社 EBUデジタル・ダイレクトビジネス局長 

平成 25年４月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ i－メディア局長（現任） 

株式会社博報堂ＤＹインターソリューションズ取締役（現任） 

平成 25年６月 株式会社 mediba取締役（現任） 

 

氏  名 禿河 毅 

生年月日 昭和 38年７月 23日 

略  歴 昭和 62年４月 株式会社博報堂入社 

平成 14年４月 同社経理財務局経理部長 

平成 19年４月 株式会社博報堂ＤＹホールディングス グループ経理財務局出向 

平成 21年４月 同社グループ経理財務局長代理 

平成 25年４月 同社グループ経理財務局長 

兼 株式会社博報堂経理財務局長 

兼 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ経理財務局長（現任） 

 

氏  名 杉山 全功 

生年月日 昭和 40年４月 16日 

略  歴 平成元年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク取締役 

平成 12年６月 株式会社インデックス入社 経営企画室長 

平成 16年１月 株式会社ザッパラス入社 

平成 16年４月 同社代表取締役社長 

平成 16年７月 同社代表取締役会長 兼 社長 

平成 22年５月 日活株式会社社外取締役（現任） 

平成 23年６月 株式会社 enish代表取締役社長 

平成 26年３月 同社取締役（現任） 

平成 26年６月 地盤ネット株式会社社外取締役（現任） 

平成 26年 10月 株式会社サミーネットワークス社外取締役（現任） 

 



 

（新任監査役候補者） 

氏  名 大塔 達也 

生年月日 昭和 40年１月 11日 

略  歴 平成元年４月 株式会社リクルート入社 

平成 13年 10月 株式会社インベステック取締役ＣＦＯ 

平成 16年４月 株式会社エルゴ・ブレインズ常務執行役員ＣＦＯ 

平成 17年 10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 

平成 17年 12月 同社戦略統括本部副本部長 

平成 18年２月 同社執行役員戦略統括本部副本部長 

平成 19年９月 同社執行役員戦略統括本部長 

平成 21年２月 同社取締役戦略統括本部長 

平成 22年 12月 当社取締役 

平成 24年１月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役経営管理本部長 兼 戦略統括本部長 

平成 24年４月 同社取締役経営管理・戦略統括 

平成 24年６月 モーションビート株式会社（現ユナイテッド株式会社） 

取締役（現任） 

平成 26年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役常務執行役員ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任） 

 

 

 

以 上 

 

 


