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 2021年 2月 4日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社 IMAGICA GROUP 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  布施 信夫 

（コード番号：６８７９  東証第一部） 

問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員  森田 正和 

T E L ０３－６７４１－５７４２ 

 

 

当社及び主要グループ会社の役員人事に関するお知らせ 

 

2021年 4月 1日付の当社の執行役員体制の変更及び主要な子会社の役員の人事異動について、下記のと

おり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

なお、主要子会社取締役・監査役の変更につきましては、2021年 3月開催予定の各社の臨時株主総会で正

式に決定する予定であります 

 

記 

１．当社執行役員の人事異動 

氏名 新役職名 現役職名 

大林 克己 （退任） 執行役員 映像制作サービス事業担当 

中村 昌志 執行役員 映像制作サービス事業 エンタテインメ

ントメディア担当 

（新任） 

佐野 清 執行役員 映像制作サービス事業 テレビ・CM ポス

プロ担当 

（新任） 

※ 大林 克己氏は同日付で㈱イマジカデジタルスケープの取締役執行役員に就任いたします。 

 

 

２.主要子会社役員の人事異動 

 

（１）(株)オー・エル・エム 

氏名 新役職名 現役職名 

藤村 正芳 （退任） 監査役 

青木 賢 監査役 （新任） 
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（２）（株）IMAGICA エンタテインメント メディアサービス（新会社） 

氏名 新役職名 現役職名 

中村 昌志 代表取締役社長 社長執行役員 （新任） 

藤村 正芳 取締役 執行役員 経営企画・管理担当 （新任） 

佐野 清 取締役（非常勤） （新任） 

瀧水 隆 取締役（非常勤） （新任） 

青木 賢 取締役（非常勤） （新任） 

青田 匡史 執行役員 （新任） 

池澤 賢尚 監査役 （新任） 

 

（３）（株）IMAGICA Lab.（新会社）  

氏名 新役職名 現役職名 

佐野 清 代表取締役社長 社長執行役員 （新任） 

藤村 正芳 取締役 執行役員 経営管理本部担当 （新任） 

中村 昌志 取締役（非常勤） （新任） 

加太 孝明 取締役（非常勤） （新任） 

塩田 哲也 取締役（非常勤） （新任） 

志村 晶 執行役員 （新任） 

池澤 賢尚 監査役 （新任） 

 

（４）(株)イマジカデジタルスケープ 

氏名 新役職名 現役職名 

藤川 幸廣 （退任） 取締役（非常勤） 

栗林 絹江 （退任） 取締役（非常勤） 

大林 克己 取締役 執行役員 （新任） 

瀧水 隆 取締役（非常勤） （新任） 

石塚 雅也 執行役員 （新任） 

 

（５）(株)フォトロン 

氏名 新役職名 現役職名 

布施 信夫 （退任） 取締役（非常勤） 

坂口 雅美 （退任） 執行役員 

伊藤 政貴 （退任） 執行役員 

藤川 幸廣 取締役（非常勤） （新任） 

篠原 淳 取締役（非常勤） （新任） 

久保田  純 執行役員 （新任） 
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なお、上記異動にともない2021年4月1日付け当社および主要子会社の役員体制は下記のとおりとなります。 

 

（株）IMAGICA GROUP 

役職名 氏名 

代表取締役会長 長瀬 文男 

代表取締役社長 社長執行役員 グループＣＥＯ 布施 信夫 

取締役 常務執行役員 グループＣＦＯ 森田 正和 

取締役 執行役員 映像コンテンツ事業 アニメ担当 奥野 敏聡 

社外取締役 村上 敦子 

取締役 常勤監査等委員 安藤 潤 

社外取締役 監査等委員 中内 重郎 

社外取締役 監査等委員 千葉 理 

執行役員 映像コンテンツ事業 映画・CM担当 加太 孝明 

執行役員 映像制作サービス事業 エンタテインメントメディア担当 中村 昌志 （新任） 

執行役員 映像制作サービス事業 テレビ・CMポスプロ担当 佐野 清  （新任） 

執行役員 映像制作サービス事業 人材ビジネス・ゲームビジネス担当 篠原 淳 

執行役員 映像システム事業担当・グループ技術開発担当 瀧水 隆 

執行役員 グローバルビジネス担当 長瀬 俊二郎 

 

（株）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 常務執行役員 石毛 浩介  

取締役 常務執行役員 石毛 達也  

取締役（非常勤） 中祖 眞一郎 

取締役（非常勤） 奥野 敏聡  

取締役（非常勤） 塩田 哲也  

常務執行役員  阿部 大輔  

執行役員  加藤 雅章  

執行役員 丸山 靖博 

監査役（非常勤） 池澤 賢尚  

 

（株）オー・エル・エム 

役職名 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 大久保 力 
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取締役 釜 秀樹 

取締役 北嶋 秀彦 

監査役（非常勤） 青木 賢 （新任） 

 

（株）IMAGICA エンタテインメント メディアサービス 

役職名 氏名 

代表取締役社長 社長執行役員 中村 昌志（新任） 

取締役 執行役員 経営企画・管理担当 藤村 正芳（新任） 

取締役（非常勤） 佐野 清 （新任） 

取締役（非常勤） 瀧水 隆 （新任） 

取締役（非常勤） 青木 賢 （新任） 

執行役員 青田 匡史（新任） 

監査役（非常勤） 池澤 賢尚（新任） 

 

（株）IMAGICA Lab. 

役職名 氏名 

代表取締役社長 社長執行役員 佐野 清 （新任） 

取締役 執行役員 経営管理本部担当 藤村 正芳（新任） 

取締役（非常勤） 中村 昌志（新任） 

取締役（非常勤） 加太 孝明（新任） 

取締役（非常勤） 塩田 哲也（新任） 

執行役員 志村 晶 （新任） 

監査役（非常勤） 池澤 賢尚（新任） 

  

（株）イマジカデジタルスケープ 

役職名 氏名 

代表取締役社長 社長執行役員 篠原 淳 

取締役 専務執行役員 大西 健男 

取締役 執行役員 大林 克己（新任） 

取締役（非常勤） 農見 隆雄 

取締役（非常勤） 瀧水 隆 （新任） 

執行役員 小谷 義明 

執行役員 石塚 雅也（新任） 

監査役（非常勤） 太田 保弘  
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（株）フォトロン 

役職名 氏名 

代表取締役社長 社長執行役員 瀧水 隆 

取締役（非常勤） 農見 隆雄 

取締役（非常勤） 藤川 幸廣（新任） 

取締役（非常勤） 篠原 淳 （新任） 

執行役員 篠田 裕二 

執行役員 高畑 秀道 

執行役員 竹内 清定 

執行役員 古瀬 雅人 

執行役員 久保田  純（新任） 

監査役（非常勤） 太田 保弘 

 

 

 

以  上 

 


