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 平成 28 年６月 24 日 

各 位 

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス

代表者の役職氏名 代 表 取 締 役 社 長  塚 田 眞 人

（コード番号：６８７９  東証第一部）

問 合 わ せ 先
執 行 役 員 

企画部・財務部担当 
 森 田 正 和

T E L ０３－６７４１－５７４２ 

 

 

当社主要子会社の役員人事に関するお知らせ  

 

当社主要子会社の平成28年７月１日付役員人事につきまして、下記のとおり決定されましたので、お知ら

せいたします。  

 

記 

１. 株式会社ロボット  

取締役および執行役員の異動 

新役職 氏名 旧役職 備考（当社での役職） 

取締役 中祖 眞一郎 ※新任  

※退任 大久保 力 取締役 執行役員 

※退任 笹岡 敬嗣 執行役員  

 

２．株式会社フォトロン  

取締役および監査役の異動 

新役職 氏名 旧役職 備考（当社での役職） 

取締役 森田 正和 ※新任 執行役員  

監査役 池澤 賢尚 ※新任  

※退任 竹岡 峰夫 取締役 執行役員 

※退任 吉松 孝盛 監査役  
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３．株式会社イマジカデジタルスケープ  

取締役および執行役員の異動 

新役職 氏名 旧役職 備考（当社での役職） 

取締役 常務執行役員 大西 健男 常務執行役員  

取締役 竹岡 峰夫 ※新任 執行役員  

※退任 正木 俊行 取締役 専務執行役員  

※退任 藤田 一哉 執行役員  

 

 

 

上記異動にともない、平成28年７月１日現在の当社主要子会社の役員体制は以下のとおりとなります。 

 

１．株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 

  役職   氏名  

代表取締役会長 安藤  潤 

代表取締役社長 社長執行役員  藤川 幸廣  

取締役 齋藤  力 

取締役 大久保 力 

取締役 大林 克己 

執行役員  豊谷 慎吾  

執行役員  松原 健浩  

執行役員 南    誠 

執行役員 増家 則夫 

執行役員  山崎 信彦  

監査役 齋藤 貞義 
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２．株式会社ロボット 

役職  氏名  

代表取締役社長 社長執行役員  加太 孝明  

取締役 専務執行役員  齋藤  力  

取締役（新任） 中祖 眞一郎 

常務執行役員  井上 邦彦  

常務執行役員  清水 亮司  

常務執行役員  阿部 大輔  

常務執行役員  安藤 親広 

執行役員  堀部  徹 

執行役員  加藤 雅章  

執行役員  石毛 浩介  

監査役 三宅 博文 

 

３．株式会社オー・エル・エム  

役職  氏名  

代表取締役社長 奥野 敏聡 

 代表取締役副社長 大島  満 

取締役  坂 美佐子 

取締役  鈴木 成康 

取締役 大久保 力 

監査役 齋藤 貞義 

 

４．株式会社ＩＭＡＧＩＣＡティーヴィ 

役職  氏名  

取締役会長  木戸 英晶  

代表取締役社長 社長執行役員  伊藤  明  

取締役 執行役員  広岡 順一  

取締役 栗林 絹江  

執行役員 宮澤 辰之  

執行役員 吉沢 雅治  

執行役員 高野 佳彦 

監査役 角田 光敏  
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５．株式会社フォトロン 

役職  氏名  

代表取締役 社長執行役員  布施 信夫  

取締役 専務執行役員  佐野  清  

取締役 常務執行役員  瀧水  隆  

取締役（新任） 森田 正和 

執行役員 篠田 裕二  

執行役員 坂口 雅美 

監査役（新任） 池澤 賢尚  

 

６．株式会社イマジカデジタルスケープ 

役職  氏名  

代表取締役社長 社長執行役員  大林 克己  

取締役 専務執行役員  篠原  淳  

取締役 常務執行役員  大西 健男  

取締役（新任） 竹岡 峰夫 

執行役員  松尾 靖彦  

執行役員  杉尾 壮弘  

監査役 三宅 博文  

 

７．SDI Media Group, Inc.  

役職  氏名  

Director , Chairman 北出 継哉 

Director , CFO  中村 昌志 

Director 塚田 眞人 

Director 橋本  泰 

Director 頼高 画也 

Director Walter Schonfeld  

President  Richard Andrews 

 

 

以上 


