平成 22 年 3 月 31 日
通 信 各 位
ギャガ株式会社

組織変更および人事異動に関するお知らせ
ギャガ株式会社（本社：東京都港区南青山 2-22-18 代表取締役会長兼社長 CEO 依田 巽）は、2010 年 4 月 1
日より始まった新会計年度の組織変更の発表と人事異動の発令を行いますので、ここにご報告いたします。
なお、組織図については、別紙をご参照ください。

1 組織変更
フラットな組織を目指して、調達企画・契約部、マーケティング部、営業部、管理部の 4 部制を中心に、
各部の機能を統合または再編成し、その管轄下に 6 部署を設置する。
２ 人事異動 （取締役）
上記組織変更に伴い、４月１日付人事異動を下記のとおり行います。
新役職名

氏名

取締役

現職
取締役 執行役員 ＣＭＳＯ

執行役員 マーケティング部担当

星野有香
（ほしの ゆか）

兼 プロジェクト２１

(Chief Marketing & Strategy Officer)
マーケティング部担当
兼 プロジェクト２１

３ 人事異動 （執行役員）
上記組織変更に伴い、４月１日付人事異動を下記のとおり行います。
新役職名

氏名

執行役員 調達企画・契約部担当
兼 調達企画部 部長
兼 アクイジション＆セールスグループ GM
兼 企画グループ GM

現職
執行役員 ＣＡＰＯ
(Chief Acquisition & Planning Officer)

小竹 里美
（おだけ さとみ）

兼 プロジェクト２１

調達企画部担当
兼 調達企画部 部長
兼 ＡＰ管理グループ GM
兼 プロジェクト２１

執行役員 営業部担当

執行役員 ＣＤＯ
水野 貴夫
（みずの たかお）

(Chief Distribution Officer)
劇場営業部担当
兼 CVOO (Chief Visual Operating Officer)
映像事業部担当

執行役員 管理部担当
兼 財務グループ GM

執行役員 ＣＦＡＯ
吉川 徹
（よしかわ とおる）

(Chief Financial & Administration Officer)
管理部担当
兼 財務グループ GM

４ 人事異動 （部長）
４月１日付人事異動を下記のとおり行います。
新役職名
調達企画・契約部 契約部 部長
兼 コーポレート法務グループ GM
マーケティング部 宣伝部 部長
兼 宣伝グリーングループ GM

氏名
河合 牧子

管理部 法務グループ GM

（かわい まきこ）

松下 剛
（まつした つよし）

営業部 劇場営業部 部長

田中 義章

兼 劇場宣伝グループ GM

（たなか よしあき）

マーケティング部 部長
兼 宣伝グリーングループ GM
劇場営業部 部長
兼 劇場宣伝グループ GM
兼 プロジェクト２１

兼 プロジェクト２１
営業部 映像事業部 部長

東海林 健

兼 ＤＶＤ企画グループ GM

（しょうじ けん）

兼 プロジェクト２１
営業部 劇場営業部 西日本配給支社 支社長

現職

一色 真人

映像事業部 部長
兼 ＤＶＤ企画グループ GM
兼 コンテンツ戦略グループ GM
兼 プロジェクト２１
劇場営業部 西日本配給支社 支社長

（いっしき なおと）

管理部 管理部 部長
兼 経理グループ GM
兼 人事総務グループ GM
兼 契約部 コーポレート法務グループ担当部長

平倉 正己
（ひらくら まさみ）

管理部 部長
兼 管理支援グループ GM
兼 社長室

※ ＧＭはグループマネージャーの略称。
以上
＜本リリースに関するお問合せ＞
ギャガ株式会社
管理部
050-5810-1360（ＴＥＬ） 03-5786-7139（ＦＡＸ）

ギャガ株式会社 （新）組織図

２０１０年４月１日

取締役会

代表取締役・執行役 会長兼社長CEO
依田 巽

＜役員＞
依田巽（代表取締役会長兼社長）
木下直哉（取締役）
星野有香（取締役）
藤野 浩二（監査役）
七戸 穣（監査役）

監査役

特別顧問

プロジェクト２１

調達企画・契約部

マーケティング部

営業部

管理部

担当執行役員
小竹 里美

取締役・担当執行役員
星野 有香

担当執行役員
水野 貴夫

担当執行役員
吉川 徹

調達企画部
部長（兼）小竹 里美

契約部
部長 河合 牧子

宣伝部
部長 松下 剛

劇場営業部
部長 田中 義章
支社長 一色 真人

映像事業部

管理部

部長 東海林 健

部長 平倉 正己
※ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ法務ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当部長（兼）

ｱｸｲｼﾞｼｮﾝ＆ｾｰﾙｽ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ

宣伝レッドｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ法務
ｸﾞﾙｰﾌﾟ（※）

宣伝ブルーｸﾞﾙｰﾌﾟ

東日本配給ｸﾞﾙｰﾌﾟ

西日本配給支社

DVD企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

TV版権ｸﾞﾙｰﾌﾟ

財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

九州ｸﾞﾙｰﾌﾟ
AP管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

宣伝グリーンｸﾞﾙｰﾌﾟ

人事総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
劇場宣伝ｸﾞﾙｰﾌﾟ
映像編集ｸﾞﾙｰﾌﾟ

