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2021 年４月 22 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 

代表者 名 代表取締役社長 CEO 樋口  龍 

（コード番号：3491 東証マザーズ） 

問合せ 先 執行役員 CAO 松川 誠志 

（TEL 03-6230-9180） 

 
役員人事に関するお知らせ 

 
当社は、2021 年４月 22 日開催の取締役会において、３名の新任執行役員の就任について決議し、４

月 22 日付で就任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

１. 新任執行役員について 

 

新役職 旧役職 氏名 略歴 

執行役員 CFO 

（Chief Financial 

Officer） 

最高財務責任者 

Management Strategy 

Division 
M&A・財務戦略 

Senior Manager 

福冨
ふくとみ

 友
ゆう

哉
や

 英国・マンチェスター大学卒。2005 年、

新卒で住友電気工業に入社し、経理・財

務部門にて経理・税務、資金管理、

M&A 業務に従事。2008 年、JP モルガン

証券に入社。投資銀行本部コーポレー

ト・ファイナンスグループ及び M&A グ

ループにて国内外の資金調達業務及び

M&A アドバイザリー業務に従事し、

2018 年には M&A グループのエグゼク

ティブ・ディレクターとなる。2020 年、

当社に入社。M&A・財務戦略部長を務

める。 

執行役員 CAO 

（Chief Accounting 

Officer） 

最高会計責任者 

※当社の経営に関

Corporate Management 

Division 

Accounting/Finance 

Senior Manager 

松川
まつかわ

 誠
さと

志
し

 東京大学卒。Alliance Manchester Business 

School 卒。公認会計士。2002 年、朝日監

査法人（現有限責任あずさ監査法人）に

入所。2008 年から金融庁に出向し、主に

金融機関の検査を担当。2012 年、KPMG 
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する計数の管理、

その分析と活用に

責任を持つ役割 

FAS に入社し、事業再生、M&A 業務に

従事。2016 年から日本政策投資銀行に出

向。2018年にRIZAPグループに入社し、

事業売却、組織再編、子会社管理等を担

当。2020 年、当社入社。財務経理部長を

務める。 

執行役員 COO 

（Chief Operating 

Officer） 

最高執行責任者 

執行役員 CPO 

（Chief Product 

Officer） 

最高プロダクト責任

者 

 

野口
の ぐ ち

 真平
しんぺい

 早稲田大学卒。在学中に同大学主催のビ

ジネスプランコンテストで優勝、学生向

けSNSを企画開発し起業。2013年、IT企

業に入社し大手企業の基幹システム設計

を担当。その後、再度起業し、ヘルスケ

ア領域におけるオウンドメディアを公

開。業界トップクラスへと成長させ上場

企業に売却。2014 年、イタンジ株式会社

に入社し、執行役員を務める。2018 年、

同社代表取締役就任と同時に当社の執行

役員に就任。2019 年、執行役員 CPO に

就任。 

 
２. 就任の背景 

 
当社は、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を。」という経営理念を掲げ、不動産テッ

ク総合サービス「RENOSY（リノシー）」の運営、賃貸管理、家賃債務保証、不動産賃貸・売買事業者

向け業務支援システムの提供など、不動産領域において幅広いサービスを提供しております。直近で

は、中華圏の投資家向け不動産プラットフォームの運営や子会社による小規模ローンサービスの提供な

ど、海外事業や金融といった新たな領域への展開を開始し、2018 年７月に上場してから３年弱で６社

の M&A を発表するなど事業を拡大してまいりました。さらに、これらの複数領域における事業成長を

より確実なものとするために、本年１月に新株式発行を通じた資金調達を実施いたしました。 

 
この度、グループ規模での成長戦略の実現のため、財務・資本戦略を中心とした経営基盤及び組織の

強化と事業成長の加速を目的に、今回の役員人事を決定いたしました。 

 
より詳細な情報につきましては、別紙のプレスリリースをご参照下さい。 

以上 
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GAテクノロジーズ、新執⾏役員就任のお知らせ

◆ 執⾏役員の紹介
執⾏役員CFO（Chief Financial Officer） 最⾼財務責任者 | 福冨 友哉

新役職 旧役職 ⽒名

執⾏役員CFO
（Chief Financial Officer）

最⾼財務責任者

Management Strategy Division
M&A・財務戦略
Senior Manager

福冨 友哉
（ふくとみゆうや）

執⾏役員CAO※1
（Chief Accounting Officer）

最⾼会計責任者
※1 当社の経営に関する計数の管理、その

分析と活⽤に責任を持つ役割

Corporate Management Division
Accounting/Finance

Senior Manager
松川 誠志

(まつかわさとし）

執⾏役員COO
（Chief Operating Officer）

最⾼執⾏責任者

執⾏役員CPO※2
（Chief Product Officer）

最⾼プロダクト責任者
※2 当社のプロダクトの⽅針決定、開発・運⽤

に責任を持つ役割

野⼝ 真平
（のぐちしんぺい）

不動産テック総合サービス「RENOSY（リノシー）」を運営する株式会社GA technologies［GAテクノ
ロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役社⻑ CEO：樋⼝ ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）は、
経営基盤の強化と事業成⻑の加速を⽬指し、2021年4⽉22⽇開催の取締役会において、福冨 友哉をChief 
Financial Officer（最⾼財務責任者）、松川 誠志をChief Accounting Officer（最⾼会計責任者）として
選任いたしました。また、現在執⾏役員Chief Product Officer （最⾼プロダクト責任者 ）に就いている
野⼝ 真平が、Chief Operating Officer（最⾼執⾏責任者）に就任（管掌変更）いたしました。

◆ 新任執⾏役員について

英国・マンチェスター⼤学卒。2005年、新卒で住友電気⼯
業に⼊社し、経理・財務部⾨にて経理・税務、資⾦管理、
M&A業務に従事。2008年、JPモルガン証券に⼊社。投資銀
⾏本部 コーポレート・ファイナンスグループ及びM&Aグル
ープにて国内外の資⾦調達業務及びM&Aアドバイザリー業
務に従事し、2018年にM&Aグループのエグゼクティブ・デ
ィレクターとなる。2020年、当社に⼊社。M&A・財務戦略
部⻑を経て、2021年、執⾏役員CFOに就任。

◆ 新執⾏役員選任の背景と狙い
当社は、「テクノロジー×イノベーションで、⼈々に感動を。」という経営理念を掲げ、不動産テック

総合サービス「RENOSY（リノシー）」の運営、賃貸管理、家賃債務保証、不動産賃貸・売買事業者向け
業務⽀援システムの提供など、不動産領域において幅広いサービスを提供しております。直近では、中華
圏の投資家向け不動産プラットフォームの運営や⼦会社による⼩規模ローンサービスの提供など、海外事
業や⾦融といった新たな領域への展開を開始し、 2018 年7⽉に上場してから3年弱で6社のM&Aを発表す
るなど事業を拡⼤してまいりました。さらに、これらの複数領域における事業成⻑をより確実なものとす
るために、本年１⽉に新株式発⾏を通じた資⾦調達を実施いたしました。
この度、グループ規模での成⻑戦略の実現のため、財務・資本戦略を中⼼とした経営基盤及び組織の強

化と事業成⻑の加速を⽬的に、今回の役員⼈事を決定いたしました。
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本リリースに関する問い合わせ先
株式会社GA technologies 広報担当 清⽔（080.9436.8371）近藤 MAIL：pr@ga-tech.co.jp

◆GAテクノロジーズ概要
社名：株式会社GA technologies
代表者：代表取締役社⻑ CEO 樋⼝ ⿓
URL：https://www.ga-tech.co.jp/
本社：東京都港区六本⽊3-2-1 住友不動産六本⽊グランドタワー40F
設⽴：2013年3⽉
資本⾦：72億859万9831円（2021年3⽉末時点）
事業内容：
・PropTech（不動産テック）総合サービス「RENOSY」の運営
（不動産情報メディア、不動産売買仲介、不動産販売、設計施⼯、不動産管理）
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
・AIを活⽤した不動産ビッグデータの研究
・中国⼈投資家向けプラットフォーム「神居秒算」など海外PropTech事業の運営
主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社Modern Standard、株式会社神居秒算など他4社

執⾏役員COO（Chief Operating Officer）最⾼執⾏責任者 | 野⼝ 真平

早稲⽥⼤学卒。在学中に同⼤学主催のビジネスプランコンテ
ストで優勝、学⽣向けSNSを企画開発し起業。2013年、IT企
業に⼊社し⼤⼿企業の基幹システム設計を担当。その後、再
度起業し、ヘルスケア領域におけるオウンドメディアを公開、
業界トップクラスへと成⻑させ上場企業に売却。2014年、イ
タンジ株式会社に⼊社し、執⾏役員を務める。2018年、同社
代表取締役就任と同時に当社の執⾏役員に就任。2019年、執
⾏役員CPOに就任。2021年、執⾏役員COOに就任。

執⾏役員CAO（Chief Accounting Officer）最⾼会計責任者 | 松川 誠志

東京⼤学卒。Alliance Manchester Business School卒。公
認会計⼠。2002年、朝⽇監査法⼈（現有限責任あずさ監査
法⼈）に⼊所。2008年から⾦融庁に出向し、主に⾦融機関
の検査を担当。2012年、KPMG FASに⼊社し、事業再⽣、
M&A業務に従事、2016年から⽇本政策投資銀⾏に出向。
2018年、RIZAPグループに⼊社し、事業売却、組織再編、
⼦会社管理等を担当。2020年、当社⼊社。財務経理部⻑を
経て、2021年、執⾏役員CAOに就任。


