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役員人事に関するお知らせ 

 
当社の取締役および執行役員の異動につき、下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

Ⅰ．取締役の異動 

本日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の異動の予定について決議いたしました。本件につきま

しては、2019年 6月 18日開催予定の第 24回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。 

 

1．新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名、略歴および選任理由 
 

(1) 小澤

おざわ

 隆生

たかお

 

1995年4月 (株) CSK (現 SCSK(株)) 入社 

1999年8月 (株)ビズシーク設立 同社代表取締役 

2003年3月 楽天(株) 入社 同社オークション事業担当執行役員 

2005年1月 (株)楽天野球団 取締役 事業本部長 

2012年9月 当社 入社 

2012年10月 YJキャピタル(株) 取締役 COO 

2013年7月 当社 執行役員 ショッピングカンパニー長 

2013年8月 アスクル(株) 取締役(現任) 

2014年4月 YJキャピタル(株) 代表取締役 

2015年1月 同社 取締役 

2015年9月 (株)ユーザーローカル 取締役(現任) 

2016年3月 バリューコマース(株) 取締役(現任) 

2018年4月 当社 常務執行役員 コマースカンパニー長 

兼 コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任) 

2018年6月 PayPay(株) 取締役(現任) 

 



選任の理由 

小澤隆生氏は、2012年に当社へ入社して以来、「eコマース革命」の推進等、強いリーダーシップのもと当社

グループのコマース事業を成長させてまいりました。インターネットビジネス、コマース分野に精通し、起業家

として企業経営に関する豊富な経験や新規事業の創造に関する幅広い知見も有していることから、当社の更な

る成長を牽引するべく当社取締役として選任をお願いするものです。 

 

(2) 藤原

ふじはら

 和彦

かずひこ

 

1982年4月 東洋工業(株)(現マツダ(株)) 入社 

2001年4月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株)) 入社 

2004年11月 ソフトバンク BB(株)(現ソフトバンク(株)) 取締役 CFO 

2006年4月 ボーダフォン(株)(現ソフトバンク(株)) 常務執行役 財務本部長(CFO) 

2007年6月 同社 取締役 常務執行役員 兼 CFO 

2012年6月 ソフトバンクモバイル(株)(現ソフトバンク(株)) 取締役専務執行役員 兼 CFO 

2014年4月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株)) 常務執行役員 経営企画、海外シナジー 

推進統括 兼 経営企画部長 

2014年6月 同社取締役 常務執行役員 

2014年8月 Brightstar Global Group Inc., Director 

2015年4月 ソフトバンクモバイル(株)(現ソフトバンク(株)) 専務取締役 兼 CFO 

2015年6月 当社取締役 監査等委員 

2016年9月 ソフトバンクグループ(株) 常務執行役員 

2017年6月 同社 専務執行役員 

2018年4月 ソフトバンク(株) 取締役 専務執行役員 兼 CFO(現任) 

  

選任の理由 

藤原和彦氏は、当社の事業と密接にかかわるソフトバンク(株)における取締役 専務執行役員 兼 CFOであり、

かつ同社における長年の経営企画、財務部門での業務経験から、財務および会計面に加えて事業運営全般に渡る

経営指導・有益な助言を得るため、当社取締役として選任をお願いするものです。 

 

(3) 桶谷

おけたに

 拓

たく

 

1996年1月 (株)東急アメニックス入社 

2000年10月 ソフトバンク BB(株)(現ソフトバンク(株)) 入社 

2013年5月 同社 財務統括 経営企画本部 本部長 

2015年7月 ソフトバンク(株) 執行役員 財務統括 経営企画本部 本部長 

2016年4月 同社 執行役員 プロダクト＆マーケティング統括 マーケティング戦略本部 本部長 

2017年6月 同社 執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト＆マーケティング統括プロダクト＆ 

マーケティング戦略本部 本部長 

2018年4月 LINEモバイル(株) 取締役(現任) 

2018年6月 ソフトバンク(株) 常務執行役員 コンシューマ事業統括プロダクト＆マーケティング統括  



プロダクトマーケティング戦略本部 本部長(現任) 

2018年6月 PayPay(株)  取締役(現任) 

 

選任の理由 

桶谷拓氏は、当社の事業と密接にかかわるソフトバンク(株)における常務執行役員であり、コマース、マーケ

ティング分野における高い見識・幅広い知見を有しています。コマース、決済サービス分野において競争が激化

する中、当社はソフトバンク(株)との事業シナジーをこれまで以上に強化するべく事業運営に関して有益な助

言を得るため、当社取締役として選任をお願いするものです。 

 
 
2．新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴および選任理由 
2019年 6月18日開催予定の第 24回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役の君和田和子

氏が任期満了により退任いたします。つきましては、同定時株主総会において、新任の監査等委員である取締役

1名の選任をお願いするものです。 

 

(1)  臼見

うすみ

 好生

よしお

 

1983年4月 (株)野村総合研究所 入社 

2006年4月 同社 人材開発部長 

2008年4月 同社 人事部長 

2010年4月 同社 執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 

  兼 経営企画部長 

2015年4月 同社 常務執行役員 本社機構担当 

2017年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌 

2018年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 

2019年4月 同社 取締役(現任) 

 

 選任の理由 

臼見好生氏は、コーポレート部門における長年の業務執行経験および実績を有しています。また、企業経

営およびコーポレートガバナンスに関する豊富な知識・実績や ITビジネスへの高い見識等を有しているこ

とから、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。 

 

なお、臼見好生氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員と

して(株)東京証券取引所に届け出る予定です。 
 

 

3. 退任予定取締役 

 当社取締役の宮坂学氏、君和田和子氏は、第 24回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任する予定

です。 

  



Ⅱ．執行役員の異動 

執行役員の異動について、以下のとおりとなります。 

 

氏名 新役職名 現役職名 異動日 

小澤
お ざ わ

 隆生
た か お

 

取締役 
専務執行役員 
コマースカンパニー長 
コマースカンパニーショッピ

ング統括本部長 

常務執行役員 
コマースカンパニー長 
コマースカンパニーショッピ

ング統括本部長 

2019年 6月 18日 

坂上
さかうえ

 亮
りょう

介
すけ

 
常務執行役員 

最高財務責任者（CFO） 

常務執行役員 

最高財務責任者（CFO） 

コーポレートグループ財務統

括本部長 

2019年 7月 1日 

島田
し ま だ

 裕二
ゆ う じ

 
執行役員 (新任) 
コーポレートグループ財務統

括本部長 

コーポレートグループ財務統

括本部 
企業戦略本部長 

2019年 7月 1日 

 

以 上 


