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平成 28年９月 16日 

各 位 

会  社  名 株 式 会 社 イ ー ブ ッ ク 

イ ニ シ ア テ ィ ブ ジ ャ パ ン 

代  表  者  名 代 表 取 締 役 社 長  小 出 斉 

（コード番号：3658 東証第一部） 

問 い 合 わ せ 先    執行役員 コーポレート本部長 辻 靖 

（TEL．03-3518-9544） 

 

組織変更および役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28 年９月５日にヤフー株式会社（以下、ヤフー）による連結子会社化が完了したことを受けて、

平成 28年９月 16日開催の取締役会において、以下のとおり、経営体制の変更（組織変更および役員の異動）につ

いて内定しましたので、お知らせいたします。なお、今回の役員の異動は、平成 28 年 10 月 24 日開催予定の臨時

株主総会での議案の承認を条件とするものです。 

 

記 

 

１． 新経営体制の目的とおもな内容 

平成 28年６月９日付でヤフーと締結した資本業務提携契約に基づき、以下のとおり体制を刷新し、 

ヤフーとの連携を強化し、スピード感を持って更なる成長を目指します。 

 10月１日付で「ヤフーブックストア本部」「社長室」を新設 

 同日付で株式会社 GYAOと業務委託契約を締結、Yahoo!ブックストアの店舗運営業務の一部を当社が受託 

 現在 Yahoo!ブックストアの店舗運営を担当しているスタッフの当社への出向 

 取締役、監査役の異動（「２．新任役員の選任」「３．役員の退任」にて詳述） 

 

２． 新任役員の選任（平成 28年 10月 24日付） 

各候補者は、平成 28年 10月 24日開催予定の臨時株主総会での選任決議の可決を条件に就任予定です。 

役職 氏名 

取締役 鈴木 勝 （すずき まさる） 

取締役 佐藤 美佳 （さとう みか） 

取締役（非常勤） 田中 祐介 （たなか ゆうすけ） 

取締役（非常勤） 米谷 昭良 （よねや あきよし） 

監査役（非常勤） 吉井 伸吾 （よしい しんご） 

監査役（非常勤） 高橋 鉄 （たかはし てつ） 

※高橋 鉄氏は、社外監査役となる予定です。  

※新任役員候補者の略歴は別紙１のとおりです。 
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３． 役員の退任（平成 28年 10月 24日付） 

各氏は平成 28年 10月 24日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって、当社の取締役、監査役を退任

する予定です。 

役職 氏名 

取締役（非常勤） 穐田 誉輝 （あきた よしてる） 

監査役（非常勤） 須藤 慎一 （すどう しんいち） 

監査役（非常勤） 鶴保 征城 （つるほ せいしろ） 

 

４．新経営体制 

異動後の新経営体制は以下のとおりです。（新任役員の就任は平成 28年 10月 24日付を予定） 

 

代表取締役社長 小出 斉  

取締役 社長室長 鈴木 勝 （新任） 

取締役 ヤフーブックストア本部長 佐藤 美佳 （新任） 

取締役（非常勤） 寺田 航平  

取締役（非常勤） 田中 祐介 （新任） 

取締役（非常勤） 米谷 昭良 （新任） 

監査役（常勤） 水野 治之  

監査役（非常勤） 吉井 伸吾 （新任） 

監査役（非常勤） 高橋 鉄 （新任） 

   

執行役員 編集本部長 宮腰 五郎兵衛  

執行役員 開発本部長 高坂 光彦  

執行役員 コーポレート本部長 辻 靖  

執行役員 ソリューション本部長 大貫 友宏  

執行役員 マーケティング本部長 小野瀬 力  

 

以  上 
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別紙１：新任役員候補の略歴 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

鈴
すず

木
き

 勝
まさる

 

（昭和42年７月10日） 

平成16年１月 ヤフー株式会社 入社 

平成24年７月 同社 コンシューマ事業カンパニーパーソナルサービス本部 本部長 

平成25年４月 同社 スマートデバイス戦略室スマートデバイス事業推進本部 本部長 

平成25年６月 株式会社コミュニティファクトリー 取締役 

平成26年７月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業推進本部 本部長 

平成28年４月 
同社 パーソナルサービスカンパニー データ＆マーケティング戦略室 室長

（現任） 

佐藤
さとう

 美佳
み か

 

（昭和51年８月31日） 

平成 15年６月 ヤフー株式会社 入社 

平成 25年 12月 株式会社アニメイトギャオ 取締役（現任） 

平成 26年４月 株式会社 GYAO メディアサービス本部電子書籍サービス部 部長 

平成 27年４月 同社 メディアサービス本部 副本部長 

平成 27年６月 株式会社 Jコミックテラス 取締役（現任） 

平成 28年４月 株式会社 GYAO サービス統括本部 電子書籍サービス本部 本部長（現任） 

田中
たなか

 祐
ゆう

介
すけ

 

（昭和50年３月29日） 

平成８年 12月 有限会社電脳隊 設立 代表取締役 

平成 12年６月 
株式会社フラクタリスト 代表取締役  

※設立時の社名は株式会社フラクタルコミュニケーションズ 

平成 15年７月 飛拓無限信息技術（北京）有限公司 董事 

平成 20年１月 Mediapro Technology (BVI) Ltd  Director 

平成 22年４月 株式会社クロスシー 代表取締役（現任）※設立時の社名はピド株式会社 

平成 23年 10月 株式会社プラスアール 取締役（現任） 

平成 24年８月 ヤフー株式会社 入社 

平成 25年４月 同社 コンシューマ事業カンパニー新規事業本部 本部長 

平成 25年７月 同社 ショッピングカンパニー事業推進本部 本部長 

平成 25年 11月 株式会社たびゲーター 取締役 

平成 25年 12月 フォートラベル株式会社 取締役 

平成 26年７月 ヤフー株式会社 執行役員 パーソナルサービスカンパニー長（現任） 

平成 28年４月 株式会社 GYAO 取締役（現任） 

米谷
よねや

 昭
あき

良
よし

 

（昭和50年１月28日） 

平成13年７月 オリコン・エンタテインメント株式会社 入社 

平成19年１月 オリコンDD株式会社 代表取締役社長 

平成20年６月 オリコン株式会社 取締役 

平成22年６月 同社 取締役副社長 

平成25年４月 ヤフー株式会社 入社 

 メディアサービスカンパニー事業推進本部 本部長 

平成25年６月 株式会社カービュー 取締役 

 株式会社たびゲーター 取締役 

 ダイニ株式会社 取締役 

平成25年９月 ジクシーズ株式会社 取締役 

平成26年５月 TRILL株式会社 取締役 

平成26年10月 ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニー事業開発本部 本部長 

平成28年４月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業戦略室 室長（現任） 

 株式会社GYAO 事業開発室 室長（現任） 
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氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

吉井
よしい

 伸
しん

吾
ご

 

（昭和 22年８月 23日） 

昭和 46年４月 住友商事株式会社 入社 

平成 15年４月 同社 執行役員メディア事業本部長 兼 ケーブルテレビ事業部長 

平成 17年４月 同社 常務執行役員 兼 情報産業事業部門長 

平成 17年６月 同社 代表取締役常務執行役員 

平成 19年４月 同社 代表取締役常務執行役員 兼 メディア・ライフスタイル事業部門長 

平成 20年４月 同社 代表取締役 社長付 

平成 20年６月 ヤフー株式会社 常勤監査役 

平成 21年３月 バリューコマース株式会社 監査役 

平成 21年４月 株式会社 IDCフロンティア 監査役（現任） 

平成 21年５月 株式会社 GYAO 監査役（現任） 

平成 25年１月 ワイジェイ FX株式会社 監査役（現任） 

平成 25年５月 株式会社アニマティック 監査役（現任） 

平成 27年１月 ワイジェイカード株式会社 監査役（現任） 

平成 27年６月 ヤフー株式会社 取締役（常勤監査等委員）（現任） 

平成 28年３月 株式会社一休 監査役（現任） 

 バリューコマース株式会社 取締役 監査等委員（現任） 

高橋
たかはし

 鉄
てつ

 

（昭和31年10月24日） 

昭和61年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 

 三宅坂法律事務所入所 パートナー 

平成元年４月 東京弁護士会法制委員会 副委員長 

平成８年２月 東京弁護士会司法修習委員会 副委員長 

平成14年４月 日弁連司法制度調査会委員（商法部会） 

平成15年７月 霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー（現任） 

平成18年３月 アップルジャパン株式会社 社外監査役 

平成19年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 

 日本マクドナルド株式会社 社外取締役（現任） 

平成19年６月 株式会社グローベルス 社外監査役 

平成19年10月 株式会社ビットアイル 監査役 

平成24年１月 株式会社ブークス 社外監査役 

 株式会社ズーム 社外監査役（現任） 

※高橋 鉄氏は、社外監査役となる予定です。  

 


