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インパクトホールディングス株式会社（東証マザーズ・証券コード：6067） 

 

 

 

 

インパクトホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福井 康夫、東証マザーズ・証券コード：6067、以下「当社」）

の完全子会社であるジェイエムエス・ユナイテッド株式会社（以下、「ジェイエムエス・ユナイテッド」）は、2021年 3月 19日開催の取締役会及び

定時株主総会において決議した同社が保有するジェイ・ネクスト株式会社（以下、「ジェイ・ネクスト」）の全株式を当社へ現物配当を行い、ジェイ・

ネクストを当社の完全子会社へ移行が完了いたしました。またそれに伴い、ジェイエムエス・ユナイテッド及びジェイ・ネクストの役員体制を変更し

ましたのでお知らせいたします。 

 

◆ 背景 

 

当社グループは、経営戦略機能と業務執行機能の分離を通じて当社の M&A 等の戦略的意思決定の迅速化の実現と、各事業の意思決

定権を各子会社責任者に移譲することによる各事業に対する権限と責任を明確にし、各事業における事業環境に応じたより柔軟性かつスピード

感のある事業推進の実現を通じて当社の更なる企業価値の向上を目指すことを目的とし、昨年持ち株会社体制へ移行いたしました。その一環

として、当社の完全子会社であるジェイエムエス・ユナイテッドは剰余金の配当として同社保有のジェイ・ネクストの全株式を当社へ現物配当（適

格現物分配）により、ジェイ・ネクストの全株式を取得いたしました。 

 

左 ： ジェイエムエス・ユナイテッド及びジェイ・ネクスト 代表取締役社長 石田 国広  右 ： ジェイエムエス・ユナイテッド 取締役 倉本 雄太 

 

◆ 新役員体制 

 

【ジェイエムエス・ユナイテッド 新役員体制】 ※は新任 

氏名 新役職 旧役職 その他主要役職 

福井 康夫 代表取締役会長 代表取締役会長 当社 代表取締役社長 

石田 国広 代表取締役社長 ※ 取締役 当社 取締役 営業推進部 統括 

廣田 則和 取締役 取締役 情報提供サービス部 部長 

倉本 雄太 取締役 ※ 執行役員 
BPO事業本部 本部長 兼 コンテンツサポート事業本部 本部長

株式会社 MEDIAFLAG 沖縄 執行役員 

傍嶋 勇人 執行役員 ※ － 営業推進本部 本部長 兼 管理部 部長 

佐藤 英宣 執行役員 ※ － 当社 経営企画室 室長代理 
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【ジェイ・ネクスト 新役員体制】 ※は新任 

氏名 新役職 旧役職 その他主要役職 

福井 康夫 代表取締役会長 代表取締役会長 当社 代表取締役社長 

石田 国広 代表取締役社長 ※ 取締役 当社 取締役 営業推進部 統括 

中村 徳朗 常務取締役 常務取締役 
名古屋支社 支社長 

株式会社 impactTV 執行役員 

水島 啓太 執行役員 ※ 執行役員 
イベント事業部 部長 

cabic株式会社 取締役 

関 篤志 執行役員 ※ － 株式会社 impactTV 社長室 室長 兼 管理部 部長 

 

◆ ジェイエムエス・ユナイテッド及びジェイ・ネクスト 代表取締役社長 石田 国広 略歴及び本人コメント 

 

1998 年  SP制作会社 入社 

2003 年  ベンチャー系 SP代理店入社 営業部に所属し大型ドラッグストア担当 

2004 年  当社立上げに参画 

2008 年  当社 取締役 就任 

2013 年  cabic株式会社 取締役 就任 

2017 年  株式会社 MEDIAFLAG 沖縄 取締役 就任（現任） 

2018 年  株式会社 INSTORE LABO 取締役 就任（現任） 

株式会社札幌キャリアサポート（現 株式会社サツキャリ） 代表取締役社長 就任 

2020 年  当社 取締役 営業推進部 統括 就任（現任） 

2021 年  株式会社サツキャリ 取締役会長 就任（現任） 

ジェイエムエス・ユナイテッド 代表取締役社長 就任（現任） 

ジェイ・ネクスト 代表取締役社長 就任（現任） 

 

この度、代表取締役社長に就任いたしました石田国広でございます。ジェイエムエス・ユナイテッドは、BPO・コールセンター・デバッグ事業、ジ

ェイ・ネクストは、人材派遣・人材紹介・イベント事業等、様々なソリューションを展開しております。社長の重責を担い身が引き締まる思いではあり

ますが、グループ内連携の強化と更なる成長・発展を実現させていく所存です。甚だ微力ではございますが、皆様からの御期待に沿えるよう全

力を尽くしてまいりますので、前任同様のご指導ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

◆ ジェイエムエス・ユナイテッド 取締役 倉本雄太 略歴及び本人コメント 

 

2003 年 教育関連会社に入社 店舗運営、スーパーバイザーを経験 

2008 年 ベンチャー系広告代理店に入社 SP企画、広告、出版事業を経験 

2009 年 ジェイエムエス・ユナイテッド 入社 営業企画部へ配属 

2014 年 JMS コミュニケーションズ株式会社 取締役 オペレーション事業本部 本部長 就任 

2019 年 J-NEXTエージェンシー株式会社 取締役 就任 

2020 年 ジェイエムエス・ユナイテッド 執行役員 BPO事業本部 本部長 就任 

2021 年 ジェイエムエス・ユナイテッド 取締役 BPO事業本部 兼 コンテンツサポート事業本部 本部長 就任（現任） 

 

ジェイエムエス・ユナイテッドは、2020年にインパクトホールディングスグループへ参画し、自社で運営するコールセンターや BPO事業、ゲーム

関連のデバッグ事業を中心として、バックオフィス全般のアウトソーシング事業を担っております。今後は流通・サービス業などの営業チャネルの

拡大と、グループ各社との事業シナジーを加速させることで、セールスプロモーションから業務設計、運営までをワンストップ化したサービス展開

による更なる事業拡大を実現させていく所存です。グループの更なる成長と共に、雇用創出を通じた社会への貢献を行うべく、精進し事業を邁

進してまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 



◆ ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とは 

 

1994 年、フランステレコムが中心となり、日本マルチメディアサービス株式会社として創業。1997 年、104 電話番号案内サービスの開始を

契機に、コールセンター事業へ参入。2004 年、人材紹介・人材派遣事業へ参入。2010 年、コールセンターシステムを開発・販売するインフィ

ニ・トーク株式会社を子会社化。2011年、名古屋・大阪・福岡で人材サービス事業を展開する株式会社サコーを子会社化。2012年、東京・大

阪で人材サービス事業を展開する株式会社アネスト（現 : ジェイネクスト）を子会社化。2014 年にセガサミーホールディングスの完全子会社と

なり、2015 年にゲームデバッグ事業を開始し、コンテンツサポート事業に進出。2016 年、人材サービス事業を行うグループ会社を統合し、ジェ

イ・ネクスト株式会社を発足。2017年、日本マルチメディアサービス株式会社からジェイエムエス・ユナイテッド株式会社に社名を変更。2020年、

当社の完全子会社となる。 

 

URL ： https://www.jms-united.co.jp/ 

 

 

◆ ジェイ・ネクスト株式会社とは 

 

1985 年に株式会社アネストとして創業。1996 年に一般労働者派遣事業、2003 年に有料職業紹介事業の許可を取得。その後 2012 年、

日本マルチメディアサービス株式会社（現 ： ジェイエムエス・ユナイテッド）の完全子会社となり、2016年、株式会社アネストを存続会社とし、日

本マルチメディアサービス株式会社の人材ビジネス事業、株式会社 patina、株式会社キャリアスタッフを経営統合し、ジェイ・ネクスト株式会社に

社名を変更。2020年、インパクトホールディングスグループへ参画。 

 

URL ： https://www.j-next.co.jp/ 

 

 

◆ 今後の見通し 

 

今後は、より柔軟性かつスピード感のある事業推進を行うとともに、コロナ禍で目まぐるしく変化する事業環境に適したサービス・付加価値を提

供してまいります。また、当社の創業者である代表取締役社長の福井とともに、創業メンバーとして事業を推進してきた当社取締役である石田が、

ジェイエムエス・ユナイテッド及びジェイ・ネクストの代表取締役社長に就任することで、今まで以上に当社グループの経営理念・ビジョンを浸透さ

せるとともに、グループ会社間の事業連携強化を図り、事業シナジーの最大化に努めてまいります。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

インパクトホールディングス株式会社 広報担当 

TEL：03-5464-8321 / E-mail：pr@impact-h.co.jp 

https://www.jms-united.co.jp/
https://www.j-next.co.jp/

