
  

 

平成 29年５月 31日 

各  位 

 会 社 名  D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  矢 嶋  弘 毅 

  （コード：6534、東証第二部） 

問 合 せ 先  グ ル ー プ 経 営 企 画 ユ ニ ッ ト  社 長 室 

  （TEL. 03-5449-6200㈹） 

 

 

D.A.コンソーシアムホールディングスおよびグループ事業会社役員の異動に関するお知らせ 

 

  当社および当社グループ事業会社であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（以下「DAC」とい

います。）は、平成 29年５月 30日開催の DAC 取締役会および平成 29年５月 31日開催の当社取締役会におい

て下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。 

 当社ならびに各社の取締役については、本年６月に予定されている定時株主総会および同日開催予定の取締

役会にて、正式に選任される予定です。 

 

 

記 

 

 

【D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社】 

 １．取締役の新任および退任 

 （１）新任取締役 （平成 29年６月 27日付） 

 

氏  名 新  職 旧  職 

ジェイムス ブルース 

取締役 

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（兼務） 

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 

横山 淳 社外取締役 ― 

 

（２）退任取締役（平成 29 年６月 27日付） 

 

氏  名 新  職 旧  職 

五十嵐 真人 ― 取締役 

麻生 巌 ― 社外取締役 

 

  



 

 

 

２．取締役の異動 （平成 29年６月 27日付） 

 

氏  名 新  職 旧  職 

島田 雅也 

代表取締役社長 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役社長 CEO

（兼務） 

（※）平成 29年２月 14日発表済 

取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役社長 COO

（兼務） 

紺野 俊介 

取締役 

株式会社アイレップ代表取締役社長

CEO（兼務） 

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（兼務） 

取締役副社長 

株式会社アイレップ代表取締役社長

CEO（兼務） 

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（兼務） 

矢嶋 弘毅 
取締役 

（※）平成 29年２月 14日発表済 

代表取締役社長 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役会長 CEO

（兼務） 

 

 

【デジタル・アドバタイジングコンソーシアム株式会社】 

 １．取締役の異動 （平成 29 年６月 26 日付） 

 

氏  名 新  職 旧  職 

島田 雅也 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役社長 CEO 

D.A.コンソーシアムホールディングス

株式会社代表取締役社長 

（※）平成 29年２月 14日発表済 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役社長 COO 

D.A.コンソーシアムホールディングス

株式会社取締役 

相坂 勇人 

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副社長 COO 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

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副社長 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

矢嶋 弘毅 

D.A.コンソーシアムホールディングス

株式会社取締役 

（※）平成 29年２月 14日発表済 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社代表取締役会長 CEO 

D.A.コンソーシアムホールディングス

代表取締役社長（兼務） 

 

以 上 

 

  



 

 

◆D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社（DACHD） 平成 29 年６月定時株主総会後経営体制 
 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長 島田 雅也 DAC 代表取締役社長 CEO 

専務取締役 

 

徳久 昭彦 DAC 専務取締役 CMO 

専務取締役 

 

大塔 達也 DAC 専務取締役 CFO 

取締役 紺野 俊介 アイレップ代表取締役社長 CEO 

DAC 取締役（非常勤） 

取締役 永井 敦 アイレップ取締役副社長 CFO 

取締役 矢嶋 弘毅 ㈱博報堂ＤＹホールディングス取締役 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長 

取締役 三神 正樹 ㈱博報堂常務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

アイレップ取締役（非常勤） 

取締役 野沢 直樹 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役 ジェイムス ブルース ㈱博報堂ＤＹホールディングス経営企画局長 

DAC 取締役（非常勤） 

社外取締役 西村 行功  

社外取締役 横山 淳  

監査役（常勤） 寺井 久春 DAC 監査役 

社外監査役（常勤） 森嶋 士郎 DAC 社外監査役 

監査役 西岡 正紀 ㈱博報堂ＤＹホールディングス取締役執行役員 

㈱博報堂取締役執行役員 

㈱読売広告社取締役 

社外監査役 水上 洋  

社外監査役 大塚 彰  

 
 

  



 

 

◆デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（DAC） 平成 29 年６月定時株主総会後経営体制 
 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

島田 雅也 DACHD 代表取締役社長 

取締役副社長 COO 

（Chief Operating Officer） 

相坂 勇人 アイレップ取締役（非常勤） 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

専務取締役 CMO  

（Chief Marketing Officer） 

徳久 昭彦 DACHD 専務取締役 

専務取締役 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

大塔 達也 DACHD 専務取締役 

取締役執行役員 豊福 直紀 アイレップ取締役（非常勤） 

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 鈴木  誠 アイレップ監査役（非常勤） 

取締役（非常勤） 紺野 俊介 DACHD 取締役 

アイレップ代表取締役社長 CEO 

取締役（非常勤） 高梨 秀一 アイレップ取締役副社長 COO 

取締役（非常勤） 辻   輝 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱博報堂ＤＹデジタル代表取締役社長 

取締役（非常勤） 安藤 元博 ㈱博報堂執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） ジェイムス ブルース DACHD 取締役 

㈱博報堂ＤＹホールディングス経営企画局長 

 

監査役 寺井 久春 DACHD 監査役（常勤） 

社外監査役 森嶋 士郎 DACHD 社外監査役（常勤） 

 

 

◆株式会社アイレップ 平成 29 年６月定時株主総会後経営体制 
 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

紺野 俊介 DACHD 取締役 

DAC 取締役（非常勤） 

取締役副社長 COO  

（Chief Operating Officer） 

高梨 秀一 DAC 取締役（非常勤） 

取締役副社長 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

永井 敦 DACHD 取締役 

取締役 CCO 

（Chief Customer Officer） 

小坂 洋人  



 

 

取締役 CBDO 

（Chief Business Development Officer) 

北爪 宏彰 DAC 執行役員 

取締役（非常勤） 相坂 勇人 DAC 取締役副社長 COO 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） 豊福 直紀 DAC 取締役執行役員 

取締役（非常勤） 三神 正樹 DACHD 取締役 

㈱博報堂常務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

社外監査役（常勤） 大塚 彰 DACHD 社外監査役（非常勤） 

監査役（非常勤） 鈴木 誠 DAC 取締役執行役員 

 

 

（参考）D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社新任取締役略歴 

 

氏   名 

(生年月日) 
略   歴 

ジェイムス ブルース 

(昭和 43 年１月２日生) 

平成２年４月 

平成 23年４月 

 

平成 25年４月 

平成 28年４月 

 

平成 29年４月 

 

㈱博報堂入社 

㈱博報堂ＤＹホールディングス経営企画局 

アカウント計画グループグループマネージャー 

同社経営企画局経営計画グループグループマネージャー 

同社経営企画局長代理 

（兼）事業開発グループグループマネージャー 

同社経営企画局長（兼）グループ事業投資推進室長 

（現任） 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役 

（現任） 

AE横山 E

よ こ や ま

A A E淳 E

あつし

 

（昭和 44年７月５日生） 

平成４年４月 

平成 13年７月 

平成 15年４月 

平成 20年４月 

平成 21年３月 

平成 22年２月 

平成 22年３月 

平成 23年 11月 

平成 25年４月 

平成 25年９月 

 

平成 26 年３月 

平成 27 年３月 

平成 27 年５月 

平成 29 年２月 

三菱信託銀行㈱（現三菱 UFJ 信託銀行㈱）入社 

米国シーベルシステムズ（現オラクル）入社 

マッキンゼーアンドカンパニー入社 

ベインキャピタル・アジア・LLC 入社 

サンテレホン㈱社外監査役 

㈱ヒガ・インダストリーズ取締役 

㈱ドミノ・ピザジャパン取締役 

㈱すかいらーく社外監査役 

ジュピターショップチャンネル㈱取締役 

㈱ＤＰＪホールディングス 1 取締役 

ＤＰＥジャパン㈱取締役 

㈱マクロミル社外取締役 

㈱すかいらーく社外取締役（現任） 

㈱雪国まいたけ取締役 

㈱ＰＭＡグループ代表取締役（現任） 

 

 

以 上 


