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役員人事に関するお知らせ 

（グループ執行役員制度を導入、独立社外取締役の構成比率 3分の 1を達成） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、グループ執行役員人事及び 2022 年３月 20 日開催予定の定時株主総会に

付議される予定の取締役人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

2022 年 3 月 20 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役全員は、任期満了となります。当社グループ

は、2022 年 1 月 24 日付開示「グループ執行役員制度の導入に関するお知らせ」のとおり、グループ経営体制の一層の

向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、グループ執行役員制度を導入しております。つきまし

ては、取締役の人数を 21 名から 9 名とします。なお、独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社

外取締役の構成比率は 3分の 1以上となります。 

 

記 

 

1. グループ執行役員の人事について 

(1) 昇格 

 インターネット関連技術は、技術の進歩が著しく、競争の激しい分野であり、技術優位性をもって先見的・コスト優位性の

あるサービスを継続的に創り出すことが重要な経営課題と捉えています。この点、技術力の源泉は、サービスを創り出す

エンジニア・クリエイターであり、このエンジニア・クリエイターという「創る人比率」の目標を「50.0％超」と掲げ、2021 年 12

月末では 47.7％まで上昇しております。今般、技術力の更なる強化ならびに結果としてのグループブランドの更なる向上

を図るため、グループシステム部門統括である山下 浩史、次世代システム研究室長である堀内 敏明（グループ技術者

採用・技術広報を担当領域として追加）、ドメイン・ホスティング事業本部⻑である児玉 公宏およびグループ広告部門統

括である橋口 誠（グループブランドを担当領域として追加）をそれぞれ昇格いたします。本経営体制のもと、2022 年 12

月期中に「創る人比率 50.0％超」の目標を達成いたします。 
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(2) 新任 

 佐藤 健太郎（ＧＭＯペパボ株式会社 代表取締役社長）、石村 富隆（ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社 

代表執行役社長）をグループ執行役員に任命します。 

 

2. 新役員体制 

(1) 取締役人事 

（下線は変更部分を示します） 

氏 名 新役職名 現役職名 

熊谷 正寿 
代表取締役・グループ会長兼社長執行役員  

グループ代表 

代表取締役会長兼社長  

グループ代表 

安田 昌史 

取締役・グループ副社長執行役員 

グループ代表補佐／グループ CFO 

／グループ管理部門統括 

取締役副社長 

グループ代表補佐／グループ CFO 

／グループ管理部門統括 

西山 裕之 

取締役・グループ副社長執行役員 

グループ代表補佐／グループ CＯO 

／グループ人財開発統括 

取締役副社長 

グループ代表補佐／グループ CＯO 

／グループ人財開発統括 

相浦 一成 

取締役・グループ副社長執行役員 

／グループ決済部門統括 

／GMOペイメントゲートウェイ株式会社 代

表取締役社長 

取締役副社長 

／グループ決済部門統括 

／GMOペイメントゲートウェイ株式会社 代

表取締役社長 

伊藤 正 

取締役・グループ副社長執行役員 

／グループインフラ部門統括 

／事業統括本部長、暗号資産マイニング事

業担当 

取締役副社長 

／グループインフラ部門統括 

／事業統括本部長 

橘 弘一 現行どおり 
取締役  

監査等委員 

小倉 啓吾 現行どおり 
取締役（独立役員） 

監査等委員 

郡司掛 孝 現行どおり 
取締役（独立役員） 

監査等委員 

増田 要 現行どおり 
取締役（独立役員） 

監査等委員 

 

(2) グループ執行役員人事 

（下線は変更部分を示します） 

氏 名 新役職名 現役職名 

山下 浩史 

（昇格） 

グループ副社長執行役員 

／グループシステム部門統括 

／システム本部長 

専務取締役 

／グループシステム部門統括 

／システム本部長 

有澤 克己 

グループ専務執行役員 

／グループ財務担当、グループ国際化支援

室担当、グループ人事部長 

専務取締役 

／グループ財務担当、グループ国際化支援

室担当、グループ人事部長 

堀内 敏明 

（昇格） 

グループ専務執行役員 

／グループ技術者採用・技術広報担当／次

世代システム研究室長 

常務取締役 

／次世代システム研究室長 
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新井 輝洋 
グループ常務執行役員 

／グループ投資戦略担当（仲間づくり担当） 

常務取締役 

／グループ投資戦略担当（仲間づくり担当） 

林 泰生 
グループ常務執行役員 

／事業統括本部 アクセス事業本部長 

常務取締役 

／事業統括本部 アクセス事業本部長 

児玉 公宏 

（昇格） 

グループ常務執行役員 

／事業統括本部 ドメイン・ホスティング事業

本部⻑ 

取締役  

／事業統括本部 ドメイン・ホスティング事業

本部⻑ 

橋口 誠 

（昇格） 

グループ常務執行役員 

／グループ広告部門統括 

／グループブランド担当  

／GMOアドパートナーズ株式会社 代表取

締役社長 

取締役  

／グループ広告部門統括 

／GMOアドパートナーズ株式会社 代表取

締役社長 

中條 一郎 

グループ執行役員  

／電子認証・印鑑事業担当  

／GMO グローバルサイン株式会社  代

表取締役社長  

取締役  

／電子認証・印鑑事業担当  

／GMO グローバルサイン株式会社  代

表取締役社長  

福井 敦子 
グループ執行役員  

／グループコミュニケーション部長  

取締役  

／グループコミュニケーション部長  

金子 岳人 

グループ執行役員  

／GMOあおぞらネット銀行株式会社 代表

取締役会長 

取締役  

／GMOあおぞらネット銀行株式会社 代表

取締役会長 

稲垣 法子 
グループ執行役員  

／グループ財務部⻑ 

取締役  

／グループ財務部⻑ 

川﨑 友紀 
グループ執行役員  

／グループ法務部長  

取締役  

／グループ法務部長  

佐藤 健太郎 

（新任） 

グループ執行役員  

／ＧＭＯペパボ株式会社  代表取締役

社長  

（新任）  

石村 富隆 

（新任） 

グループ執行役員  

／ＧＭＯフィナンシャルホールディングス

株式会社  代表執行役社長  

（新任）  

 

 

(3) 新任執行役員 

氏  名： 佐藤
さ と う

 健太郎
け ん た ろ う

 

生年月日： 1981年１月 10日 

現 役 職： ＧＭＯペパボ株式会社 代表取締役社長 

主な略歴 

2003年１月 有限会社 paperboy&co.(現 GMOペパボ株式会社）入社 

2005年１月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）社長室長 

2006年２月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）取締役経営企画室長 

2007年３月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）取締役副社長経営企画室長 

2008年３月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）代表取締役副社長経営企画

室長 

2009年３月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）代表取締役社長(現任) 
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2010年３月 当社取締役 

2012年６月 株式会社ブクログ取締役会長 

2014年３月 株式会社ブクログ代表取締役社長 

2015年６月 OCアイランド株式会社取締役会長 

2019年３月 GMOクリエイターズネットワーク株式会社取締役会長（現任） 

 

氏  名： 石村
いしむら

 富
とみ

隆
たか

 

生年月日： 1973年７月２日 

現 役 職： ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社 代表執行役社長 COO 

主な略歴 

1997年４月 東洋信託銀行株式会社（現三菱 UFJ 信託銀行株式会社） 入社 

2003年８月 株式会社ライブドア（現 NHN テコラス株式会社） 入社 

2007年２月 かざかフィナンシャルグループ株式会社へ転籍 

2010年 10月 株式会社 My 外貨（現 OANDA 証券株式会社）代表取締役 

2013年４月 GMO CLICK UK LIMITED（現 GMO-Z.com Trade UK Limited）取締役 CEO 

2017年 12月 GMO コイン株式会社 取締役社長 

2018年１月 GMO コイン株式会社 代表取締役社長（現任） 

2018年５月 GMO-Z.COM COIN CANADA, INC. 取締役（現任 

2022年１月 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社 代表執行役社長 COO（現任） 

 

以 上 


