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   平成 18 年８月 11 日 

 

各      位 

 
会 社 名  シグマ・ゲイン株式会社 

代表者名  代表取締役社長 岩本 信徹 

（コード 8192 大証第二部） 

問合せ先  経営企画室長 山口 一成  

（TEL．03－5775－7500） 

 
 

代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ 

 
 当社は，平成 18年８月 11日開催の取締役会において，下記のとおり代表取締役の異動について決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 
記 

 
１  異動の理由 

当社は、過去数年間にわたる企業再生の過程の中で、経営陣の強化及び業態転換等、様々な施策を実

施し、再生に取り組んでまいりました。 

その結果、平成 18年 11月中間期におきまして、累積損失を一掃し、復配に見通しが立つまでに至り

ました。 

また、一部を除き旧来の非事業用資産及び負債の整理も終了し、業態転換以前の借入債務につきまし

ては、ほぼ完済することができました。 

従いまして、当社では再生スキームの第一フェーズは終了したと認識しております。 

第二フェーズにおきましては、従来の再生という発想ではなく、業態転換後で開始している新規事業

である投資事業及び不動産事業等の一層の充実を図り、当社の主要事業に成長させていくことが肝要で

あると認識しております。 

このような事業環境の変化に適時、適切に対応すべく、代表取締役の異動を含む組織体制の再構築を

図る所存でございます。 
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２  新任代表取締役の氏名および略歴 

新 役 職 名         代表取締役社長  

 氏名（よみがな） 原根 俊二（はらね しゅんじ） 

 生 年 月 日         昭和 41年 12月 28日 

 出 身 地 鹿児島県 

 最 終 学 歴 慶應義塾大学 経済学部 

略      歴 平成 2年７月  株式会社市進入社 

          平成４年 10月 監査法人トーマツ入所 

          平成 9年１月  日興証券株式会社入社 

          平成 10年１月 原根公認会計士事務所開設 

          平成 17年６月 当社取締役経営戦略支援事業本部長就任 

平成 18年８月 当社代表取締役社長就任 

      就 任 予 定 日 平成 18年 8月 11日 

 
３  退任代表取締役   
 異動後の役職 現在の役職 

岩本 信徹 取締役 代表取締役社長 
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４  新組織体制 

代表取締役の変更を行い、各事業の一層の成長を図るとともに、組織体制を再構築いたします。 

従来の組織機構から営業企画部を新設し、各事業本部それぞれが保有している情報の一元化を

図り、収益獲得機会の喪失を未然に防ぐとともに、各案件のサポートを充実させることで、更な

る業績向上に資することになると考えております。更に現在、経営企画室及び管理本部の人員の

増強を行っております。これにより業績拡大に向け、内部統制の充実を図る所存でございます。 

なお、新しい組織機構は下記のとおりでございます。 

新組織

株式会社サンマリ

株式会社インタービジョンコンソーシアム

株式会社プロスタッフ

日本アセットアドバンス株式会社

マカオ・プロパティ・マネジメント株式会社

原根俊二 （公認会計士）

岩本信徹

渡邊 誠 （公認会計士）

薗 陽一

小林 恵智

常勤 松田 三郎

土井 充 （公認会計士）

立野 晴朗 （公認会計士）

不動産
事業本部

投資
事業本部

管理本部

室長 新堀 進 （執行役員）

室長 山口 一成 （公認会計士）
（執行役員）

経営戦略支援
事業本部

本部長 大月良紀
（執行役員）

本部長 長田雄次
（執行役員）

本部長 山口 一成
（執行役員）

本部長 渡邊 誠 （取締役)

部長 菊池今朝義

シグマ・ゲイン株式会社

代表取締役 原根 俊二

経営企画室

社長室

営業企画部

取締役会主要子会社

監査役会

  以  上 
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Above article is available in English below 

August 11, 2006 

To Whom It May Concern, 
 

Company Name: Sigma Gain Co., Ltd. 
Representative: Shintetsu Iwamoto, 

President & Representative Director 
(Code: 8192, Second Section of the Osaka Securities Exchange)
Inquiries to: Kazunari Yamaguchi, 

Head of Corporate Strategy Office 
 (TEL: +81-3-5775-7500) 

 
 

Notice Regarding Personnel Transfer of President & 
Representative Director and Change of Organizational Structure 

 
 

We hereby inform you that the following resolution was passed at the board meeting held 
on August 11, 2006 in regards to the personnel transfer of president & representative director. 
 
1. Reason of Personnel Transfer 

In the process of our corporate rejuvenation for the past few years, we conducted various 
measures such as top management reinforcement and business switchover to work on 
rejuvenating our company.  

As a result, we now have clear prospects on resumption of dividend by liquidating our 
cumulative loss in the midterm of November 2006. 

Additionally, adjustments were completed for the old non-commercial assets and debts 
(excluding a certain portion) and we were able to pay off almost all of the borrowed, 
pre-business-switchover indebtedness. 

Therefore, we now recognize that the first phase of our rejuvenation scheme has been 
brought to a completion.  

For our second phase, rather than to adhere to our original idea of rejuvenation, we 
understand that it is crucial to strive to conduct a clearout of our investment and real 
estate businesses (i.e., our new businesses which we began after business switchover) and 
develop them into our core businesses.  

In such timeliness of business environmental change, we aim to rebuild our 
organizational structure including personnel transfer of our president & representative 
director so that we may acquire the ability to respond accordingly.  
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2. Name and Brief Biography of Our Newly-Appointed President & Representative Director 

New Title: President and Representative Director 
Name: Shunji Harane  
Date of Birth: December 28, 1966  
Birthplace: Kagoshima prefecture 
Academic Background: Keio University, Faculty of Economics 
Brief Biography: Joined Ichishin Ltd. (July 1990)  
 Entered Deloitte Touche Tohmatsu (October 1992) 
 Joined Nikko Securities Co., Ltd. (January 1997) 
 Established Harane CPA Office (October 1998)  
 Appointed as our company’s Director and Division Head of 
 Management Consulting Division (June 2005)  

Appointed as our company’s President and Representative 
Director (August 2006)  

Scheduled Date of Appointment: 
 August 11, 2006  

 
3. Former President ＆ Representative Director      
 Title after change Current title 

Shintetsu Iwamoto Director President＆Representative 
Director 



 6

4. New Organizational Structure 
We will newly appoint our president & representative director and rebuild our 

organizational structure while striving for an enhanced growth of our businesses.  
From our existing organizational structure, we will newly establish a Business 

Marketing Division and plan for a unification of information held by each division. 
Meanwhile, we will also prevent earning acquisition opportunity loss from occurring while 
improving support for each business plan. By doing so, we believe that we can contribute 
to a further improvement of our business performance. Furthermore, as of this moment, 
we are conducting a buildup of human resources in the Corporate Strategy Office and 
Corporate Administration Division. This will enable us to strengthen our internal control 
for better business results.  

As for our new organizational structure, please refer to the following.  

New Organization

Subsidiaries
San Mari Co., Ltd.

Inter Vision Consortium, Inc.

Pro Staff Co., Ltd

Nippon Asset Advance Co., Ltd.

Macau Property Management Co., Ltd 

Shunji Harane (CPA) 

Shintetsu Iwamoto

Makoto Watanabe (CPA) 

Youichi Sono 

Keichi Kobayashi

Saburo Matsuda
Standing Corporate Auditor    

Mitsuru Doi (CPA)

Haruo Tateno (CPA)

Board Member 
Auditor

Sigma Gain Co., Ltd.

Shunji Harane
President & Representative Director

Real Property 
Business
Division

Investment 
Business 
Division

Management 
Consulting 

Division

Kazunari Yamaguchi 
Div Head & Managing Officer

Yoshinori Otsuki 
Div Head & Managing Officer

Kazunari Yamaguchi (CPA) 
Managing Officer

Makoto Watanabe 
Director

Susumu Shinbori 
Managing Officer

Kesayoshi Kikuchi (CPA)
General ManagerYuji Nagata 

Div Head & Managing Officer

Corporate Administration Div

Corporate Strategy Office

President’s Office

Business Marketing Div

 


