
 

 

平成 19 年 8 月 16 日 

各   位 

 

 

役員の人事異動について 

 

当社は、新任社外取締役３名の招聘ならびに取締役２名の退任予定の役員人事異動を内定致し

ましたので、お知らせ致します。 

尚、本件につきましては、平成 19 年 9 月 28 日開催予定の当社定時株主総会の承認をもって正

式に決定する予定です。 

 

記 

 
１．新任社外取締役候補者 3 名の内容 

 

①堀井 愼一氏 

    生年月日 昭和 11 年 12 月 16 日生 

【学 歴】 

昭和36年 3月 早稲田大学商学部 卒業 

【職 歴】卒業後の主な職歴 

昭和36年 7月 大和証券株式会社 入社 

昭和61年 12月 同社 本店営業部長 

平成元年 6月 同社 常務取締役 債券本部長兼投資信託本部長 

平成2年 6月 同社 専務取締役 株式本部長兼転換社債ワラント本部長 

平成4年 6月 同社 代表取締役副社長 

平成6年 6月 エ ヌ ・ア イ・ エ フベ ンチ ャ ーズ 株式 会 社代 表取 締 役社 長

（現エヌ・アイ・エフ SMBC ベンチャーズ株式会社） 

平成14年 11月 日本ベンチャーキャピタル協会 会長 

平成16年 7月 
(社)日本経済団体連合会                 

新産業新事業委員会 起業フォーラム運営委員長(現在)     

Office HORII 代表(現在) 

 

 

 

 

 

 

会社名 グッドウィル・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 折口 雅博

 （コード番号 4723  東証第一部） 

問合せ先 執行役員 広報ＩＲ部長 大迫 一生

 （TEL． 03-3405-9262） 



 

②片山 龍太郎氏  

生年月日 昭和32年4月5日生 

【学 歴】 

昭和55年 3月 慶應義塾大学経済学部 卒業 

昭和57年 3月 慶應義塾大学大学院修士課程 修了(経済社会学専攻) 

昭和63年 6月 ハーバード大学経営大学院(ビジネススクール)MBA課程 修了 

【職 歴】卒業後の主な職歴 

平成6年 6月 マルマンゴルフ株式会社 代表取締役社長 

平成7年 11月 株式会社マルマン 代表取締役社長 

平成15年 7月 株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター 

平成16年 5月 株式会社カネボウ化粧品 社外取締役 

平成16年 6月 カネボウ株式会社 社外取締役 

平成16年 6月 富士油業株式会社 非常勤監査役 

平成18年 10月 株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン     

代表取締役会長 兼 社長(現在) 

 

③赤松 幸夫氏 

生年月日 昭和 21 年 9 月 25 日生 

【学 歴】 

昭和46年 3月 早稲田大学第一法学部 卒業 

【職 歴】卒業後の主な職歴 

昭和49年 4月 検察官任官 東京地方検察庁 検事 

昭和50年 3月 長崎地方検察庁 検事 

昭和53年 3月 横浜地方検察庁 検事 

昭和55年 3月 新潟地方検察庁 検事 

昭和58年 3月 東京地方検察庁 検事 

昭和62年 3月 福島地方検察庁 三席検事 

平成元年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 

平成16年 4月 桐蔭横浜大学法学部 客員教授、               

同大学コンプライアンス研究センター 顧問 

平成19年 4月 法務省入札・契約適正委員会 委員 

※弁護士登録後の主たる関与民商事事件 
     危機管理・コンプライアンス関連対応事案 

(菱和ライフ・シンドラーエレベーター・不二家・国交省等) 
 
 
 



 

２. 退任予定取締役２名の内容 

①退任予定取締役の内容 

現職 氏名 

常務取締役 兼 CFO 
 

金崎 明 

 

社外取締役 

 

坪田 一男 

②退任日   平成 19 年 9 月 28 日の定時株主総会終了時 

③退任の理由 任期満了のため 

 

 

（ご参考） 

①新任予定 CFO（最高財務責任者）の内容 

 

現職 氏名 新職 

常務執行役員 

会長室長 伊佐治 岳生 

常務執行役員 CFO   

兼 会長室長 

②就任予定日 平成 19 年 9 月 28 日の定時株主総会終了時 

③就任の理由 平成 19 年 9 月 28 日の定時株主総会終了後の金崎 明（常務取締役 兼

CFO）の任期満了に伴う退任の後任 

 

伊佐治 岳生 

生年月日 昭和 39 年 8 月 20 日生 

【学 歴】 

昭和63年 3月 東京大学経済学部 卒業 

平成10年 6月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院修士課程 修了 

【職 歴】卒業後の主な職歴 

昭和63年 4月 株式会社富士銀行 入行 

平成11年 3月 ブーズ アレン ハミルトン インク 入社 

平成16年 4月 当社入社 執行役員 会長室担当 

平成19年 6月 当社 常務執行役員 会長室長 

 

  

以上 

 

 

 


