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組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年 4 月 1 日付の役員人事、人事異動ならびに組織変更と、2021 年 6 月予定の役員の異動お

よび経営体制について、以下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、2021年 6月の役員の異動につきましては、2021年 6月下旬開催予定の第 70回定時株主総会および

同株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

【１】組織変更（2021年 4月 1日現在） 

 ①経営全般に関し社長を補佐し、営業戦略を推進する副社長を配置する。 

②デジタルメディア提案力の一層の強化を図ることを目的に、マーケティングコミュニケーション推進室を

デジタルデザイン室と改め、企画制作局内に設置する。 

 ③空間開発を主体としたスペースデザインの業務領域の推進を図ることを目的に、企画制作局内にスペース

デザイン室を設置する。 

 ④企画制作部をコミュニケーションデザイン室に改める。 

 

【２】2021年 4月 1日付役員人事、人事異動 

1．役員人事（2021年 4月 1日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

西尾 正紀 
専務取締役 

クリエイティブオフィサー 

専務取締役 

兼総務局 局長 

兼企画制作局 局長 

兼関連会社担当 

青野 昭彦 
常務取締役  

第二営業局担当 

常務取締役  

営業本部 副本部長 

兼第二営業局 局長 

 

2．主な人事異動（部長職以上：2021年 4月 1日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

間 敬三 
執行役員副社長 

営業本部 本部長 

執行役員  

経営戦略室 室長 

高藤 聖二 

執行役員  

第二営業局 局長 

兼愛媛本社営業局 局長 

執行役員  

愛媛本社営業局 局長 



西分 太郎 
執行役員  

総務局 局長 
総務局 局次長 

西川 文章 

高松第二コミュニケーションデザイ

ン室 室長 

兼デジタルデザイン室 室長 

高松第二企画制作部 部長 

 

杉田 由美子 
岡山コミュニケーションデザイン室 

室長 
岡山企画制作部 係長 

 

 

3．経営体制（2021年 4月 1日現在） 

（取締役） 

地位 氏名 担当 

代表取締役社長 村上 義憲  

専務取締役 西尾 正紀 クリエイティブオフィサー 

常務取締役 青野 昭彦 第二営業局担当 

常務取締役 萱原 一則 第三営業局 局長 

取 締 役 森川 稔 第一営業局 局長 

（監査役） 

地位 氏名 担当 

監 査 役 原渕 定夫 常 勤 

監 査 役 山内 直樹 社 外 

監 査 役 田辺 真由美 社 外 

（執行役員） 

地位 氏名 担当 

執行役員副社長 間 敬三 営業本部 本部長 

執行役員 三井 章弘 
南放セーラー広告株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 高藤 聖二 第二営業局 局長 

執行役員 西分 太郎 総務局 局長 

 

 



【３】2021年 6月下旬予定 役員の異動 

1．新任取締役候補（2021年 6月下旬予定） 

氏名 新役職名 旧役職名 

間 敬三 
取締役副社長 

営業本部 本部長 

執行役員副社長 

営業本部 本部長 

高藤 聖二 
取締役  

第二営業局 局長 

執行役員  

第二営業局 局長 

 

 2．退任予定取締役 

氏名 新役職名 旧役職名 

西尾 正紀 クリエイティブオフィサー 
専務取締役 

クリエイティブオフィサー 

青野 昭彦 

第二営業局 顧問 

兼株式会社エイ・アンド・ブイ 

代表取締役社長 

常務取締役  

第二営業局担当 

 

 3．監査役の異動 

  監査役につきましては、2021 年 6 月下旬開催予定の第 70 回定時株主総会において承認可決されること

を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。 

  なお、当該異動に伴う定款の変更案につきましては、現在作成中であり、同株主総会付議議案の決定にあ

わせて公表する予定（5月下旬ごろ）であります。 

 

4．経営体制（2021年 6月下旬（第 70回定時株主総会後）予定） 

（取締役） 

地位 氏名 担当 

代表取締役社長 村上 義憲  

取締役副社長 間 敬三 営業本部 本部長 

常務取締役 萱原 一則 第三営業局 局長 

取 締 役 森川 稔 第一営業局 局長 

取 締 役 高藤 聖二 第二営業局 局長 

（監査等委員である取締役） 

地位 氏名 担当 

取 締 役 原渕 定夫 監査等委員（常勤） 

取 締 役 山内 直樹 監査等委員（社外） 



取 締 役 田辺 真由美 監査等委員（社外） 

（執行役員） 

地位 氏名 担当 

執行役員 三井 章弘 
南放セーラー広告株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 西分 太郎 総務局 局長 

 

以上 


