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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平成 29 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 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 
平成29年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

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） － － － － － － 1 1 － 

所有株式数

（単元） 
－ － － － － － 48,686,400 48,686,400 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ － － － － － 100.00 100.00 － 

 
（２）大株主の状況 

平成29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 48,686,400 100.00 

 
 
 



（３）役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 

株式数 
㈱ 

代表取締役 

社長 
CEO 島田 雅也 

昭和41年 

４月１日生 

平成２年４月  ㈱博報堂入社 

平成12年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

同社経営管理本部経営統括部長 

平成14年２月 同社執行役員 経営管理本部経営統括部長 

平成16年12月 同社執行役員 社長室長 

平成17年12月 同社執行役員 戦略統括本部長 

平成18年２月 同社取締役執行役員 戦略統括本部長 

平成19年９月 同社取締役執行役員 営業本部長 

平成23年９月 ㈱アイレップ取締役 

平成24年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役執行役員 営業統括 

平成24年６月 モーションビート㈱（現ユナイテッド㈱）取締役 

（現任） 

平成26年４月 同社取締役常務執行役員COO  

平成26年６月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

平成28年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

代表取締役社長COO 

平成28年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役 

平成29年６月 同社代表取締役社長(現任） 

平成29年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

代表取締役社長CEO(現任） 

－ 

取締役副社長 COO 相坂 勇人 
昭和40年 

11月２日生 

昭和63年４月 ㈱博報堂入社 

平成15年４月 同社第六営業局第三営業部長 

平成24年４月 同社第六営業局長 

平成26年４月 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ  

タイムビジネス局長 

平成28年４月 同社動画ビジネス局長 

平成29年４月 同社執行役員（現任） 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役副社長 

㈱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） 

平成29年６月  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役副社長COO（現任） 

－ 

専務取締役 CMO 徳久 昭彦 
昭和37年 

８月21日生 

昭和60年４月 ㈱東芝入社 

平成12年10月 インフォ・アベニュー㈱入社 

平成13年５月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

平成18年２月 同社取締役就任 

平成21年８月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

平成23年２月 ㈱プラットフォーム・ワン代表取締役就任 

平成23年６月 当社取締役就任 

平成24年６月 モーションビート㈱（現ユナイテッド㈱） 

取締役就任（現任） 

平成26年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役常務執行役員CMO就任 

平成26年６月 ㈱プラットフォーム・ワン 取締役就任 

平成28年６月 ベビカム㈱取締役就任（現任） 

平成28年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

専務取締役CMO就任（現任） 

D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

専務取締役就任（現任） 

平成29年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 

－ 



 専務取締役 CFO 大塔 達也 
昭和40年 

１月11日生 

平成元年４月 ㈱リクルート入社 

平成13年10月 ㈱インベステック取締役CFO 

平成16年４月 ㈱エルゴ・ブレインズ（現ユナイテッド㈱） 

常務執行役員CFO 

平成17年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

平成17年12月 同社戦略統括本部副本部長 

平成18年２月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長 

平成19年９月 同社執行役員 戦略統括本部長 

平成21年２月 同社取締役執行役員 戦略統括本部長 

平成24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 

平成24年４月 同社取締役執行役員  

経営管理・戦略統括 兼 戦略統括本部長 

平成24年６月 モーションビート㈱（現ユナイテッド㈱）取締役  

平成26年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役常務執行役員CFO 

平成26年12月 ㈱アイレップ監査役 

平成28年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役専務執行役員CFO 

平成28年10月 同社専務取締役CFO（現任） 

D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

専務取締役（現任） 

－ 

取締役 執行役員 豊福 直紀 
昭和44年 

５月28日生 

平成４年４月 ㈱博報堂入社 

平成12年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

e-ビジネス本部事業開発部長 

平成20年２月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長 

平成23年４月 同社執行役員 メディア本部副本部長 

平成24年４月 同社執行役員 メディア本部長 

平成26年４月 同社執行役員 メディアサービス本部長 

平成28年４月 同社執行役員CRO 

平成28年６月 同社取締役執行役員CRO  

平成29年４月 同社取締役執行役員（現任） 

㈱アイレップ取締役（現任） 

－ 

取締役 執行役員 上原 直人 
昭和４6年 

８月11日生 

平成６年４月 ㈱博報堂入社 

平成22年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱出向 

戦略統括本部社長室マネージャー 

平成23年４月 北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）董事 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

執行役員 戦略統括本部副本部長 

平成24年５月 DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）取締役（現任） 

平成25年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

執行役員戦略統括本部長 

平成28年10月 同社取締役執行役員戦略統括本部長（現任） 

平成29年６月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

－ 

取締役 執行役員 田中 雄三 
昭和48年 

11月８日生 

平成10年４月 鉄建建設㈱入社 

平成14年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

平成17年１月 同社メディア本部第二メディア部長 

平成19年12月 同社メディア本部第一メディア部長 

平成20年12月 同社メディア本部第一メディア局長 

平成21年12月 同社営業本部第二営業局長 ㈱アド・プロ取締役 

平成23年２月 ㈱プラットフォーム・ワン取締役 

平成23年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

執行役員営業本部副本部長 

平成24年２月 ㈱トーチライト取締役 

平成24年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

執行役員営業本部長 

平成26年４月 同社執行役員プロダクト開発本部長 

平成26年11月 livepass㈱取締役（現任） 

平成28年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役執行役員 プロダクト開発本部長 

平成29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（現任） 

平成29年６月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役（現任） 

－ 



取締役 執行役員 鈴木 誠 
昭和49年 

５月11日生 

平成9年４月  ㈱リクルート入社 

平成14年10月 朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所 

平成16年７月 ㈱リクルート・アバウトドットコム・ジャパン 

（現 ㈱オールアバウト）入社 

平成24年２月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

  経営管理本部経理部マネージャー 兼 

法務部マネージャー 

平成24年11月 ㈱デジタルブティック（現 ベビカム㈱）監査役 

平成25年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

執行役員経営管理本部副本部長 

平成26年１月 同社執行役員経営管理本部長 

平成26年６月 ㈱プラットフォーム・ワン監査役（現任） 

㈱アイピーオンウェブジャパン監査役（現任） 

平成28年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役執行役員経営管理本部長（現任） 

平成29年４月  ㈱アイレップ監査役（現任） 

－ 

取締役  紺野 俊介 
昭和50年 

６月27日生 

平成14年４月 EDS Japan LLC（現日本ヒューレット・ 

パッカード㈱）入社 

平成15年８月 ㈱アイレップ入社 

平成16年10月 同社インターネットマーケティング 

事業部マネージャー 

平成17年12月 同社執行役員インターネットマーケティング事業部長 

平成18年４月 同社取締役インターネットマーケティング事業部長 

平成19年１月 同社専務取締役インターネットマーケティング 

事業部長 

平成19年12月 ㈱レリバンシー・プラス代表取締役社長 

平成21年１月 ㈱アイレップ代表取締役社長 

平成25年12月 ㈱アイレップ代表取締役社長CEO（現任） 

平成26年１月 北京艾睿普广告有限公司董事長 

（北京アイレップ）（現任） 

平成28年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

取締役副社長 

平成29年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役（現任） 

平成29年６月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

取締役（現任） 

－ 

取締役  高梨 秀一 

昭和 44 年 

４月９日生 

 

平成２年４月 第一企画㈱（現 ㈱アサツーディ・ケイ）入社 

平成10年２月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱出向 

平成12年10月 同社転籍 メディア本部モバイルメディア部長 

平成13年１月 同社営業本部第一営業部長 

平成18年２月 同社執行役員 営業本部副本部長 

平成18年４月 同社執行役員 メディア本部長 

平成21年２月 同社取締役執行役員 メディア本部長 

平成24年４月 同社取締役執行役員 メディア統括 

平成24年12月 モーションビート㈱（現ユナイテッド㈱）取締役 

平成26年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役執行役員CRO 

平成27年12月 ㈱アイレップ取締役 

平成28年４月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役（現任） 

㈱アイレップ取締役COO 

平成29年４月 ㈱アイレップ取締役副社長COO（現任） 

－ 



取締役  辻 輝 
昭和39年 

９月26日生 

平成２年６月 ㈱博報堂入社 

平成19年４月 同社ｉ－事業推進室事業開発推進部長 

平成20年４月 同社ｉ－事業推進室室長代理 兼  

ｉ－事業推進室事業開発推進部長 

平成21年４月 同社エンゲージメントビジネス局局長代理 兼  

エンゲージメントビジネス局事業開発推進部長 

平成22年４月 ＥＢＵ（エンゲージメントビジネスユニット） 

第十五営業局局長代理 兼 ＥＢＵ戦略企画部長 兼 

ＥＢＵ営業推進部長 

平成23年４月 同社ＥＢＵデジタル・ダイレクトビジネス局長 

平成25年４月 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズｉ－メディア局長 

平成28年４月 同社執行役員メディアマーケティングユニット長補佐 

㈱博報堂ＤＹデジタル代表取締役社長（現任） 

平成29年4月  ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員デジタルメディア 

ビジネスユニット長補佐（現任） 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役（現任） 

－ 

取締役  安藤 元博 
昭和40年 

11月25日生 

昭和63年４月 ㈱博報堂入社 

平成22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 

平成23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 

平成24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 

平成26年４月 同社生活者データマーケティング推進局長 

㈱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 

平成27年４月 ㈱博報堂生活者データマーケティング推進局長 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

データドリブンメディア 

マーケティングセンター長 

平成28年４月 ㈱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 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

データドリブンメディアマーケティングセンター長 

㈱博報堂ＤＹデジタル取締役（現任） 

平成29年４月 ㈱博報堂執行役員（現任） 

㈱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㈱ 

取締役（現任） 

－ 

取締役  
ジェイムス 

ブルース 

昭和43年 

１月２日生 

平成２年４月 ㈱博報堂入社 

平成23年４月 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

経営企画局アカウント計画グループ 

グループマネージャー 

平成25年４月 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

経営企画局経営計画グループ グループマネージャー 

平成28年４月 ㈱博報堂ＤＹホールディングス経営企画局局長代理 

平成29年４月 ㈱博報堂ＤＹホールディングス経営企画局長（現任） 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

取締役（現任） 

平成29年６月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役 

（現任） 

－ 



監査役  寺井 久春 
昭和31年 

３月７日生 

昭和54年４月 三菱電機㈱入社 

昭和63年５月 ㈱日本長期信用銀行入行 

平成10年７月 UBS信託銀行㈱入行 

平成12年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 

平成12年７月 同社取締役 経営企画室長 

平成12年10月 同社取締役 経営管理本部長 兼 ｅ-ビジネス本部長 

平成14年２月 同社取締役執行役員 経営管理本部長 

平成24年１月 同社取締役執行役員 リスク管理担当 

平成26年４月 同社取締役執行役員 ASEANビジネス担当 

平成27年４月 同社取締役執行役員 DACアジア担当 

平成28年４月 同社取締役 

平成28年６月 同社常勤監査役（現任） 

平成28年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

常勤監査役（現任） 

－ 

社外監査役  森嶋 士郎 
昭和30年 

９月11日生 

昭和54年４月 ㈱博報堂入社 

平成11年12月 同社新聞局新聞五部長 

平成15年４月 同社新聞局新聞三部長 

平成15年12月 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ  

新聞局新聞三部長 

平成18年４月 同社新聞局長代理 兼 新聞三部長 

平成19年６月 ㈱mediba代表取締役副社長 

平成23年６月 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

ｉ-メディア局長代理 

平成27年10月 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 新聞局 

平成28年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 

社外監査役（現任） 

平成28年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 

常勤監査役（現任） 

－ 

 



３．当該親会社等の財務諸表 
 

貸借対照表 

（平成 29 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 18,168 流動負債 17,378 

固形資産 9,271 固定負債 1,444 

有形固定資産 374 負債合計 18,823 

無形固定資産 1,481 株主資本 7,729 

投資その他の資産 7,415 評価・換算差額等 888 

  純資産合計 8,617 

資産合計 27,440 負債・純資産合計 27,440 

 

 

損益計算書 

自 平成 28 年 ４月 １ 日 

至 平成 29 年 ３月 31 日 

 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 

売上高 105,947 

売上原価 95,550 

売上総利益 10,397 

販売管理費計 7,713 

営業利益 2,684 

営業外収益 773 

営業外費用 33 

経常利益 3,424 

特別利益 392 

特別損失 3,441 

税引前当期純利益 375 

法人税等 850 

法人税等調整額 32 

当期純損失  507 

 

 

以 上 


