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2018年 3月 15日 

各 位 

 

 

 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

株式会社アサツー ディ･ケイは、2018年 3月 16日をもって非上場化し、新体制を整えた上で、「コン

シューマー･アクティベーション･カンパニー」への転換に向け、「新・創業」の第一歩を踏み出すこととな

りました。   

今後、新たな株主であり戦略的パートナーであるベインキャピタルと一体となり、上場時になしえな

かった大胆な構造改革を行い、成長戦略への道筋をつけてまいります。また、戦略的なパートナーの

有する各種ネットワークの活用などにより競争力の向上を図り、“オープンネットワーク型”の企業グル

ープとして、一層の成長を目指してまいります。 

「新･創業」に向け、下記のとおり経営体制の改革を行うことを内定いたしましたので、お知らせ申し

上げます。本件につきましては、平成 30 年３月 29 日開催予定の当社第 63 回定時株主総会および同

総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 

代表取締役社長には引き続き植野伸一が就任し、社外取締役の木下俊男が監査等委員会委員長

を務めます。ベインキャピタルからは、デイビッド・グロスロー氏が取締役に、杉本勇次氏が取締役・監

査等委員に、西直史氏が社外取締役・監査等委員に就任の予定です。現取締役の中井規之、石渡 

義崇は、社長補佐に就任いたします。また、非上場化以降も、監査等委員会設置会社を維持するとと

もに、迅速な意思決定と執行が可能な執行役員制度を継続し、引き続きガバナンス体制の維持充実に

努めてまいります。 

 

なお、機構改革および本部長・局長人事異動につきましては、本日同時に発表しております「人事異

動および機構改革に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

会社名   

代表者名 代表取締役社長 植野 伸一 

 （東証第一部 コード番号：9747） 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 中島 香 

 Tel 03-6830-3855 
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記 

 

1． 取締役体制 （2018年 3月 29日付）  

代表取締役社長・取締役会議長 植野 伸一 

取締役 デイビッド・グロスロー(新) 

取締役・監査等委員 杉本 勇次 (新) 

社外取締役・監査等委員会委員長 木下 俊男 

社外取締役・監査等委員 西 直史 (新) 

 

２．退任予定取締役 （2018年 3月 29日付） 

中井 規之 現：取締役専務執行役員 経営企画本部、コーポレートセンター担当 

新体制においては、社長補佐・執行役員  

グループ CSO コーポレート・マネジメントセンター統括 就任予定 

石渡 義崇 現：取締役執行役員 CFO ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括 

新体制においては、社長補佐・執行役員  

グループ CFO ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括 就任予定 

植村 好貴 現：取締役執行役員 アカウント・マネジメント事業セクター統括 

新体制においては、アドバイザー就任予定 

スチュアート・ニーシュ 現：取締役 （退任） 

木戸 英晶 現：社外取締役・取締役会議長 （退任） 

吉成 昌之 現：社外取締役・監査等委員 （退任） 

首藤 惠 現：社外取締役・監査等委員 （退任） 
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３．執行体制 （※執行役員は 2018 年 3 月 29 日付で就任、新職位は 4 月 1 日付の機構改革後に就任） 

代表取締役社長  グループ CEO 兼アカウント・マネジメント事業セクター統括 植野 伸一 

社長補佐・執行役員 グループ CSO 兼 コーポレート・マネジメントセンター統括  中井 規之 

社長補佐・執行役員 グループ CFO 兼 ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括  石渡 義崇 

  

事業統括・執行役員 コンシューマー・インベストメント事業セクター統括兼エクスペリエンス・デザインセンター統括  亀井 典明 

事業統括・執行役員 クリエイティブ・ソリューション事業セクター統括 森永 賢治 (新) 

事業統括・執行役員 コンテンツ事業セクター統括 大芝 賢二 

事業統括・執行役員 エンタテインメント＆スポーツマーケティング事業セクター統括  久松 茂治 

事業統括・執行役員 海外事業セクター統括兼 ADKグローバルネットワークセンター統括  片木 康行 (新) 

執行役員 アカウント･マネジメント事業セクター統括補佐 土屋 誠 

執行役員 第 1アカウント・マネジメントセンター統括 春日 均 

執行役員 第 2アカウント・マネジメントセンター統括 加藤 隆夫 

執行役員 第 3アカウント・マネジメントセンター統括 寺田 孝志 

執行役員 ダイレクトビジネスセンター統括 三田 守 (新) 

執行役員 コンシューマー･インベストメント事業セクター統括代理 沼田 洋一 

執行役員 第 1 メディア・ビジネスセンター統括 阿部 正敏  

執行役員 ADKグローバルネットワークセンター担当 ロブ･シャーロック 

執行役員 DIKアジアネットワークセンター統括 久野 哲也 

執行役員 コーポレート・マネジメントセンター統括代理 中里 宏 

執行役員 コーポレート・マネジメントセンター統括補佐 松澤 豊彦 

執行役員 経営改革担当 渡辺 俊 (新) 

※「事業統括執行役員」は、当社における「事業セクター」を統括する執行役員です。 

※(新)：新たに取締役もしくは執行役員に就任する者 

※CSO：チーフ・ストラテジー・オフィサー（Chief Strategy Officer） 

※CFO：チーフ・フィナンシャル・オフィサー（Chief Financial Officer） 

 

４．退任予定執行役員（2018年 3月 29日付） 

加藤 武 現：執行役員 コーポレートセンター担当 

（新体制においては、アドバイザー就任予定） 

池田 佳弘 現：執行役員 ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括補佐 

（ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括補佐は継続） 
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５．セクター/センター体制 

【アカウント･マネジメント事業セクター】  

アカウント･マネジメント事業セクター統括（代表取締役社長  グループ CEO） 植野 伸一 

アカウント･マネジメント事業セクター統括補佐 （執行役員） 土屋 誠 

第 1アカウント・マネジメントセンター統括（執行役員） 春日 均 

第 2アカウント・マネジメントセンター統括（執行役員） 加藤 隆夫 

第 3アカウント・マネジメントセンター統括（執行役員） 寺田 孝志 

ダイレクトビジネスセンター統括（執行役員） 三田 守 

  

【クリエイティブ・ソリューション事業セクター】  

クリエイティブ・ソリューション事業セクター統括（事業統括・執行役員） 森永 賢治 

  

【コンシューマー･インベストメント事業セクター】  

コンシューマー・インベストメント事業セクター統括兼エクスペリエンス・デザインセンター統括（事業統括・執行役員）  亀井 典明 

コンシューマー･インベストメント事業セクター統括代理 

（エクスペリエンス・デザインセンター担当兼 CIS 総合企画室担当兼データデザイン担当）（執行役員）  

沼田 洋一 

コンシューマー･インベストメント事業セクター統括代理 

（アカウント・プランニング本部担当兼エクスペリエンス・デザインセンター担当）  

板谷 康平 

エクスペリエンス・デザインセンター統括代理 白田 健彦 

第 1 メディア・ビジネスセンター統括（執行役員） 阿部 正敏 

第 1 メディア・ビジネスセンター統括代理 高田 幸郎 

第 2 メディア・ビジネスセンター統括 安藤 克彦 

第 2 メディア・ビジネスセンター統括補佐兼 第 1 メディア・ビジネスセンター統括補佐  望月 謙司 

  

【コンテンツ事業セクター】  

コンテンツ事業セクター統括（事業統括・執行役員） 大芝 賢二 

  

【エンタテインメント＆スポーツマーケティング事業セクター】  

エンタテインメント＆スポーツマーケティング事業セクター統括（事業統括・執行役員）  久松 茂治 

エンタテインメント＆スポーツマーケティング事業セクター統括補佐 多田 俊明 

エンタテインメント＆スポーツマーケティング事業セクター統括補佐兼エンタテインメント＆スポーツ業務局長  西口 洋 
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【海外事業セクター】  

海外事業セクター統括兼 ADK グローバルネットワークセンター統括（事業統括・執行役員）  片木 康行 

ADKグローバルネットワークセンター担当（執行役員） ロブ･シャーロック 

ADKグローバルネットワークセンター統括補佐 渡辺 晃 

ADKグローバルネットワークセンター統括補佐 井上 優 

DIKアジアネットワークセンター統括（執行役員） 久野 哲也 

  

【コーポレート・マネジメントセンター】  

コーポレート・マネジメントセンター統括 （社長補佐・執行役員 グループ CSO） 中井 規之 

コーポレート・マネジメントセンター統括代理（人事・総務担当）（執行役員） 中里 宏 

コーポレート・マネジメントセンター統括補佐（執行役員） 松澤 豊彦 

コーポレート・マネジメントセンター統括代理(経営企画担当) 鈴木 俊和 

  

【ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター】  

ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括（社長補佐・執行役員 グループ CFO）  石渡 義崇 

ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括代理 横田 諭 

ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括補佐 池田 佳弘 

 

以上 

 

 

※上記以外の人事異動および機構改革については、3/15開示のプレスリリース「人事異動およ

び機構改革に関するお知らせ」をご参照ください。 


