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2020 年 11 月 11 日 
 

2021 年度の役員体制に関するお知らせ 
 

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：五十嵐 博、以下「当社」）は、

取締役会にて 2021 年 1 月以降の役員体制について決定致しましたので、下記の通りお知らせ致

します。 
 
1．取締役および監査役について 

(1) 取締役の選任について 

取締役 4 名（2021 年定時株主総会にて選任予定） 
役職 氏名 現職 

代表取締役 五十嵐 博 代表取締役 

代表取締役 髙田 佳夫 代表取締役 

代表取締役 遠谷 信幸 代表取締役 

取締役 榑谷 典洋 取締役 

 

(2) 監査役について 
監査役 1 名（留任） 

役職 氏名 
監査役 久島 伸昭 

 
 
 
2．執行役員について 

(1) 執行役員の選任について 

執行役員 27 名（社長執行役員 1 名、副社長執行役員 2 名、その他の執行役員 24 名） 
（2021 年 1 月 1 日付） 

役職 氏名 現職 
社長執行役員 五十嵐 博 社長執行役員 

副社長執行役員 遠谷 信幸 副社長執行役員 

副社長執行役員 榑谷 典洋 副社長執行役員 

執行役員・社長補佐 髙田 佳夫 執行役員・社長補佐 

執行役員・社長補佐 徳山 日出男 執行役員・社長補佐 

執行役員 石川 豊 執行役員 
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執行役員 松尾 秀実 執行役員 

執行役員 中村 潔  執行役員 

執行役員 辰馬 政夫 執行役員 

執行役員 山口 修治 執行役員 

執行役員 林 信貴  執行役員 

執行役員 広瀬 哲治 執行役員 

執行役員 坂田 憲彦 執行役員 

執行役員 伊谷 以知郎 執行役員 

執行役員 中村 将也 執行役員 

執行役員 足達 則史 執行役員 

執行役員 高橋 惣一 執行役員 

執行役員 大内 智重子 執行役員 

執行役員 鈴木 宏美 執行役員 
執行役員 吉崎 圭一 執行役員 

執行役員 前田 真一 執行役員 

執行役員 鹿毛 輝雅 執行役員 

執行役員 福本 勝彦 執行役員 

執行役員 鈴木 禎久 執行役員 

執行役員（新任） 永井 聖士 第 6 ビジネスプロデュース局 MD 

執行役員（新任） 佐野 傑 第 5 ビジネスプロデュース局 MD 

執行役員（新任） 佐々木 康晴 CR 計画推進センターMD 

※執行役員の任期は、2021 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 年間とします。 

 
(2) 執行役員の退任について 

退任執行役員 2 名（2020 年 12 月 31 日付） 
現職 氏名 

執行役員 上條 典夫 

執行役員 孫 生京 
※上條 典夫は、2021 年 1 月 1 日付で、株式会社電通のエクゼクティブ・アドバイザーに就任します。 
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3．エグゼクティブ・プロフェッショナル（EP）の選任について 
2021 年度のエグゼクティブ・プロフェッショナル（EP）として、以下のとおり 6 名を選

任します。本制度は、特定の領域において極めて高い専門性を有し、当社に大きな貢献を

もたらしている人材を選定し、任命するものです。EP には、執行役員相当またはそれ以上

の立場や環境を提供することで、その専門性をさらに生かして、一層大きな成果を生み出

してもらうことを企図しています。 
 
EP は 4 等級を設け、それぞれ任期は 1 年間（1～12 月）とし、毎年選任を行います。 

1. チーフ・エグゼクティブ・プロフェッショナル（CEP） 
2. シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル（SPEP） 
3. プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル（PEP) 
4. エグゼクティブ・プロフェッショナル（EP） 

 
エグゼクティブ・プロフェッショナル（EP）6 名（2021 年 1 月 1 日付） 

役職 氏名 現職 
SPEP 中村 潔 SPEP 

SPEP 澤本 嘉光 SPEP 

SPEP 古川 裕也 SPEP 

PEP 吉崎 圭一 PEP 

EP 高崎 卓馬 EP 

EP（新任） 西田 新吾 第 3CR プランニング局 MD 
※菅野 薫は EP の任を解き、株式会社電通 EPD*とする。 

  ＊EPD：エグゼクティブ・プロジェクト・ディレクター 

 
以上 

 

 
 
 
  
 
 
【リリースに関する問い合わせ先】 
株式会社電通 広報局 広報部  
       松島 TEL：03-6216-8041  
       Email：koho@dentsu.co.jp 
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