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非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 

 

当社の非上場の親会社等であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の 2020 年３

月期決算が確定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

１．親会社等の概要 

 

（１） 名 称 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 

（３） 代 表 者 代表取締役社長執行役員CEO 島田 雅也 

（４） 主な事業内容 メディアサービス事業 

ソリューションサービス事業 

オペレーションサービス事業 

（５） 資 本 金 4,031百万円 

 

 

２．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

（１）株式の所有者別状況 

2020年３月31日現在 

区分 

株式の状況 

単元未満株

式の状況㈱ 政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － － － 2 － － － 2 － 

所有株式

（株） 
－ － － 53,650,452 － － － 53,650,452 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ － － 100.0 － － － 100.00 － 

 

（２）大株主の状況 

2020年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

㈱ 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 48,686,400 90.75 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 東京都港区赤坂５丁目３番１号 4,964,052 9.25 

計 ― 53,650,452 100.00 



（３）役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

(株) 

代表取締役 

社長 

執行役員 

CEO 
島田 雅也 1966年４月１日生 

1990年４月 株式会社博報堂入社 

2000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  

同社経営管理本部経営統括部長 

2002年２月 同社執行役員 経営管理本部経営統括部長 

2004年12月 同社執行役員 社長室長 

2005年12月 同社執行役員 戦略統括本部長 

2006年２月 同社取締役執行役員 戦略統括本部長 

2007年９月 同社取締役執行役員 営業本部長 

2012年４月 同社取締役執行役員 営業統括 

2012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） 

2014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COO社長補佐 

2014年６月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

2016年６月 
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表取締役社長執行役員COO 

2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役 

2017年６月 同社代表取締役社長 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表取締役社長執行役員CEO（現任） 

2019年４月 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員（現任） 

2019年６月 
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役（現任） 

株式会社アイレップ取締役（現任） 
 

－ 

取締役 

副社長 

執行役員 

COO 
相坂 勇人 1965年11月12日生 

1988年４月 株式会社博報堂入社 

2003年４月 同社第六営業局第三営業部長 

2012年４月 同社第六営業局長 

2014年４月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ タイムビジネス局

長 

2016年４月 同社動画ビジネス局長 

2017年４月 同社執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員 

株式会社アイレップ取締役（現任） 

北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）董事（現任） 

2017年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員COO（現任） 

2018年４月 株式会社博報堂ＤＹデジタル取締役 

2018年５月 台湾迪艾思股份有限公司（台湾DAC）董事（現任） 

2018年６月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役 

2019年６月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

取締役執行役員（現任） 
 

－ 

専務 

取締役 

執行役員 

CMO 
徳久 昭彦 1962年８月21日生 

1985年４月 株式会社東芝入社 

2000年10月 インフォ・アベニュー株式会社入社 

2001年５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 

e-ビジネス本部システムソリューション部長 

2002年２月 同社執行役員 e-ビジネス本部長 

2006年２月 同社取締役執行役員 e-ビジネス本部長 

2009年６月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

2011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 FRUITS BEAR推進室長 

2011年６月 当社取締役 

2012年４月 同社取締役執行役員 e-ビジネス統括 

2012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） 

2014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CMO 

4,300 



2016年６月 同社取締役専務執行役員CMO 

2016年10月 同社専務取締役CMO 

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役 

2019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 

専務取締役執行役員CMO（現任） 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員（現任） 

2019年５月 株式会社博報堂ＤＹベンチャーズ代表取締役社長（現任） 
 

専務 

取締役 

執行役員 

CFO 
大塔 達也 1965年１月11日生 

1989年４月 株式会社リクルート入社 

2001年10月 株式会社インベステック取締役CFO 

2004年4月 株式会社エルゴ・ブレインズ（現 ユナイテッド株式会社） 

常務執行役員CFO 

2005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 

2005年12月 同社戦略統括本部副本部長 

2006年２月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長 

2007年９月 同社執行役員 戦略統括本部長 

2009年２月 同社取締役執行役員 戦略統括本部長 

2012年１月 同社取締役執行役員 経営管理本部長 兼 戦略統括本部長 

2012年４月 同社取締役執行役員 戦略統括本部長 

2014年４月 同社取締役常務執行役員CFO 

2016年６月 同社取締役専務執行役員CFO 

2016年10月 同社専務取締役CFO 

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役 

2019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 

専務取締役執行役員CFO（現任） 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員（現任） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（現任） 

2020年６月 株式会社アイレップ取締役（現任） 
 

－ 

常務 

取締役 
執行役員 田中 雄三 1973年11月８日生 

1998年４月 鉄建建設株式会社入社 

2002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入社 

2005年１月 同社メディア本部第二メディア部長 

2007年12月 同社メディア本部第一メディア部長 

2008年12月 同社メディア本部第一メディア局長 

2009年12月 同社営業本部第二営業局長 

2011年４月 同社執行役員営業本部副本部長 

2012年４月 同社執行役員営業本部長 

2014年４月 同社執行役員プロダクト開発本部長 

2016年10月 同社取締役執行役員プロダクト開発本部長 

2017年４月 同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長 

2017年６月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

株式会社スパイスボックス取締役（現任） 

2018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 

取締役執行役員 

2019年６月 同社常務取締役執行役員（現任） 

株式会社トーチライト取締役（現任） 

株式会社博報堂ＤＹアウトドア取締役（現任） 
 

－ 

取締役 執行役員 豊福 直紀 1969年５月28日生 

1992年４月 株式会社博報堂入社 

2000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 

e-ビジネス本部事業開発部長 

2008年２月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長 

2011年４月 同社執行役員 メディア本部副本部長 

2012年４月 同社執行役員 メディア本部長 

2014年４月 同社執行役員 メディアサービス本部長 

2016年４月 同社執行役員CRO 

2016年６月 同社取締役執行役員CRO 

2017年４月 同社取締役執行役員（現任） 

2017年６月 株式会社トーチライト取締役（現任） 

2018年６月 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長（現任） 

2019年６月 当社取締役（現任） 
 

－ 



取締役 執行役員 上原 直人 1971年8月11日生 

1994年４月 株式会社博報堂入社 

2010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出向 

同社戦略統括本部社長室マネージャー 

2011年４月 同社執行役員戦略統括本部副本部長 

2013年４月 同社執行役員戦略統括本部本部長 

2016年10月 同社取締役執行役員戦略統括本部長（現任） 

2017年６月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 
 

－ 

取締役 執行役員 手塚 圭一 1973年５月17日生 

1996年４月 東芝エンジニアリング株式会社入社 

2002年２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 

2005年12月 同社e-ビジネス本部 IT統括部長 

2010年４月 同社e-ビジネス本部 シニアマネージャー 

2011年２月 株式会社プラットフォーム・ワン取締役（現任） 

2011年３月 株式会社アイピーオンウェブジャパン代表取締役社長（現任） 

2015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 

プロダクト開発本部副本部長 

2016年４月 同社執行役員プロダクト開発本部副本部長 

2017年４月 同社執行役員プロダクト開発本部長 

2019年６月 株式会社トーチライト取締役（現任） 

2020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 

執行役員 

2020年６月 同社取締役執行役員（現任） 
 

－ 

取締役 執行役員 安藤 元博 1965年11月25日生 

1988年４月 株式会社博報堂入社 

2010年４月 同社ＥＢＵエンゲージメントプラニング局プロデュース部長 

2011年４月 同社ＥＢＵエンゲージメントプラニング局局長代理 

兼 プロデュース部長 

2012年４月 同社ＥＢＵエンゲージメントプロデュース局局長代理 

兼 プロデュース部長 

2014年４月 同社生活者データマーケティング推進局長 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

データドリブンビジネスセンター長 

2015年４月 同社 データドリブンメディアマーケティングセンター長 

2016年４月 株式会社博報堂データマーケティング戦略ユニット 

生活者データマーケティングプラットフォーム局長 

株式会社博報堂ＤＹデジタル取締役 

2017年４月 株式会社博報堂執行役員（現任） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員（現任） 

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 

2018年６月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役 

2020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 

取締役執行役員（現任） 
 

－ 

取締役  山田 覚 1964年11月1日生 

1989年４月 株式会社博報堂入社 第五営業局第三部営業部配属 

2001年５月 同社テレビ局タイム業務推進部 

2004年４月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

メディア・コンテンツビジネス推進局グループマネージャー 

2009年４月 同社テレビ総局テレビ四部長 

2012年４月 同社タイムビジネス局局長代理 

2013年４月 同社スポットビジネス局局長代理 

2015年４月 同社タイムビジネス局 兼 スポットビジネス局担当局長 

2016年４月 同社タイムビジネス局局長 

2018年４月 同社執行役員メディアビジネス統括センター長（現任） 

2018年６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（現任） 
 

－ 

取締役  野沢 直樹 1960年１月20日生 

1984年４月 株式会社博報堂入社 

2010年４月 株式会社博報堂ＤＹホールディングス経営企画局長 

2011年６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 

2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役 

2017年４月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

－ 



2018年６月 同社取締役執行役員（現任） 

2019年６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（現任） 
 

取締役  菅井 陽司 1968年９月17日 

1991年４月 株式会社博報堂入社 

2009年４月 同社第十二営業局第一アカウントチームマネージャー 

2012年４月 同社営業統括局グループ戦略企画部長 

2015年４月 同社営業統括局長代理 

兼 グループ戦略企画グループマネージャー 

2017年１月 同社営業統括局長代理 

2018年４月 同社海外ビジネス戦略室長 

2019年４月 株式会社博報堂ＤＹホールディングスグループ人事戦略局長

（現任） 

株式会社博報堂人事局長（現任） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ人事局長（現任） 

2020年６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（現任） 
 

－ 

監査役  寺井 久春 1956年３月７日生 

1979年４月 三菱電機株式会社入社 

1988年５月 株式会社日本長期信用銀行入行 

1998年７月 UBS信託銀行株式会社入行 

2000年６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 

2000年７月 同社取締役経営企画室長 

2000年10月 同社取締役経営管理本部長 兼 ｅ-ビジネス本部長 

2002年２月 同社取締役執行役員 経営管理本部長 

2012年１月 同社取締役執行役員 リスク管理担当 

2014年４月 同社取締役執行役員 ASEANビジネス担当 

2015年４月 同社取締役執行役員 DACアジア担当 

2016年４月 同社取締役 

2016年６月 同社常勤監査役（現任） 

2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社常勤監査役 
 

－ 

監査役  森嶋 士郎 1955年９月11日生 

1979年４月 株式会社博報堂入社 

1999年12月 同社新聞局新聞五部長 

2003年４月 同社新聞局新聞三部長 

2003年12月 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ新聞局新聞三部長 

2006年４月 同社新聞局長代理兼新聞三部長 

2007年６月 株式会社mediba代表取締役副社長 

2011年６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

代理 

2015年10月 同社新聞局 

2016年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

社外監査役（現任） 

2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社常勤監査役 
 

－ 

 

 



３．当該親会社等の財務諸表 

 

貸借対照表 

（2020年３月 31日現在） 

（単位：百万円） 

資産の部 負債及び純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 26,621 流動負債 24,836 

固定資産 14,781 固定負債 629 

  負債合計 25,465 

  株主資本 15,657 

  評価・換算差額等 278 

  純資産合計 15,936 

資産合計 41,402 負債・純資産合計 41,402 

 

 

損益計算書 

自 2019年 ４月 １ 日 

至 2020年 ３月 31日 

 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 

売上高 162,949 

売上原価 145,065 

売上総利益 17,883 

販売管理費計 14,616 

営業利益 3,267 

営業外収益 1,072 

営業外費用 19 

経常利益 4,320 

特別利益 10 

特別損失 575 

税引前当期純利益 3,755 

法人税等 40 

法人税等調整額 △383 

当期純利益 4,099 

 

 

以 上 

 


