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平成 20 年 3月 13 日 

各   位 

 

 

 

新経営体制及び役員の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年 3 月 13 日開催の臨時取締役会において、下記のとおり平成 20 年 3 月 13 日付で

組織変更及び人事異動を行うことを決議致しましたので、お知らせ致します。 

尚、平成 20年 5 月下旬開催予定の臨時株主総会において、代表取締役及び取締役の異動を正式に決

定する予定です。 

 

 
記 

 
 
１． 変更の目的 

 

当社は、平成 20 年 3 月 11 日の臨時取締役会決議により、代表取締役社長への堀井愼一の就任

を機に、グループ経営を新たな段階に移行させることになりました。 

この新経営体制が、当社グループにおけるコンプライアンス体制整備を早急に強化しながら、

国内では更なる事業の発展を推進し、同時に海外で戦略的に事業展開するための結束力を高める

ことを可能にすると考えております。 
新経営体制のもと、当社グループは再成長を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 グッドウィル・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 堀井 愼一 

 （コード番号 4723  東証第一部） 

問合せ先 経営企画本部 IR 部長 前田 智之 

 （TEL． 03-3405-9262） 
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２.-(1) 執行役員の異動 

 

氏  名 新役職名 旧役職名 

伊佐治 岳生 執行役員 CEO 常務執行役員兼 CFO 

嶋岡 学 執行役員 COO 常務執行役員 

ギャリー・ディカミロ 常務執行役員 ― 

入江 康文 常務執行役員 執行役員 

菊地 一久 執行役員 ― 

園原 章人 執行役員 ― 

ダニエル・ラスマン 執行役員 ― 

神野 彰史 退任 常務執行役員 

平井 剛 退任 執行役員 

福本 伸二 退任 執行役員 

花田 充弘 退任 執行役員 

大迫 一生 退任 執行役員 

脇尾 茂 退任 執行役員 

  

 

２.-(2) 異動日 

 

平成 20 年 3月 13 日 
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３.-(1)臨時株主総会(平成 20 年 5 月下旬予定)承認後の取締役の異動予定 

 

氏  名 新役職名 旧役職名 

伊佐治 岳生 代表取締役 CEO 執行役員 CEO 

嶋岡 学 取締役 COO 執行役員 COO 

   ※異動日  臨時株主総会(平成 20 年 5 月下旬予定)承認後 

 

３.-(2)新任取締役の氏名及び略歴 

 

新役職名 代表取締役 CEO 

氏名（よみがな） 伊佐治 岳生（いさじ たけお） 

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 5月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 修了 

略歴 昭和 63 年 4月 （株）富士銀行 入行 

 平成 6年 4月  （株）ケンズ 入社 

 平成 11 年 3月 ブーズ･アレン･アンド･ハミルトン（株）入社 

 平成 16 年 4月 グッドウィル・グループ（株）執行役員 

 平成 18 年 11 月 （株）クリスタル（現（株）グッドウィル・プレミア） 

  取締役（現在） 

 平成 19 年 6月 グッドウィル・グループ（株）常務執行役員 

 平成 19 年 9月  グッドウィル・グループ（株）常務執行役員兼 CFO 

  （現在） 

 

新役職名 取締役 COO 

氏名（よみがな） 嶋岡 学（しまおか がく） 

生年月日 昭和 50 年 6月 12 日生 

学歴 平成 10 年 3月 道都大学福祉学部 卒業 

略歴 平成 10 年 4月 （株）クリスタル 入社 

 平成 18 年 11 月 （株）クリスタル（現（株）グッドウィル・プレミア） 

  代表取締役社長（現在） 

 平成 19 年 6月 グッドウィル・グループ（株）常務執行役員（現在） 
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４.新経営体制役員一覧 ※臨時株主総会(平成 20 年 5 月下旬予定)承認後 

 

新体制役職 氏   名 担当 

代表取締役 堀井 愼一 社長 

代表取締役 伊佐治 岳生 CEO 

取締役 嶋岡 学 COO 

取締役（社外） 片山 龍太郎 － 

取締役（社外） 赤松 幸夫  － 

監査役（常勤） 美濃部 義 － 

監査役（常勤） 杉之尾 孝生 － 

監査役 石井 成明 － 

監査役 田中 保彦 － 

常務執行役員 ギャリー・ディカミロ 海外事業 COO 

常務執行役員 入江 康文 
管理本部長 兼 

コンプライアンス推進室長 

常務執行役員 青山 敏 
経営企画本部長 兼 

J-SOX 準備室長 

執行役員 菊地 一久 事業戦略本部長 

執行役員 浅井 功一郎 事業戦略副本部長  

執行役員 園原 章人 管理副本部長 

執行役員 ダニエル・ラスマン 海外事業 CFO 

執行役員 中元 一彰 経営企画本部 事業開発部長 

執行役員 小林 隆規  グループ法人営業本部長  

 

新体制への正式移行は、平成 20 年 5 月下旬開催予定の臨時株主総会承認後となりますが、移行

に向けての諸準備は、本日より速やかにスタートする予定です。 

 

 

以上 


