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平成 20 年 2 月 26 日 

 

各  位 

 株式会社ジャレコ・ホールディング 

 代表取締役社長 後藤 克誓 

 （JASDAQ コード 7954） 

 問合せ先 執行役員 CFO 大浦 隆文 

 TEL 03-5412-6100 

 

代表者の異動および役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年２月 26 日開催の取締役会において、平成 20 年３月 27 日（木曜日）開催予

定の第 34 回定時株主総会に、取締役の選任について付議することを決議するとともに、代表者の

異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、代表者の異動については、平成 20 年 3 月 27 日（木曜日）開催予定の第 34 回定時株主

総会終結後、引き続き開催予定の取締役会において、正式に決定する予定であります。 

 

記 

１．代表者の異動 

（１）異動の内容 

新役職名 氏名 現役職名 異動予定日 

代表取締役社長 羽田 寛 （新任） 平成 20 年３月 27 日 

（退任） 後藤 克誓 代表取締役社長 平成 20 年３月 27 日 

（注）羽田 寛は、平成 20 年３月 27 日（木曜日）開催予定の第 34 回定時株主総会において、取締

役に選任され、同日付で就任予定です。 

 

（2）異動の理由 

現在、当社グループが行っている主な事業は、不動産事業、金融事業、ゲーム事業であります。

平成 19 年 12 月期の業績につきましては、本日発表の「平成 19 年 12 月期決算短信」にありますよ

うに、不動産事業は、都内商業地の大型物件２件の販売を含めて、保有する販売用不動産の売

却を進めたことで、相応の売上、収益を確保いたしましたが、金融事業、ゲーム事業とも大きな赤

字を計上し、グループ全体の業績は連結当期損失 409 百万円、連結当期純損失 6,511 百万円と

厳しい結果となり、厳しい業績が続いております。 

このような経営状況を踏まえ、当社は、当社グループの主要事業の経営環境、先行きについて
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検討した結果、金融事業における FX 事業ならびに不動産事業におけるヘルスケア事業を、当社

グループの事業の中核と位置づけました。これらを早期に本格化させて、安定した収益基盤を築き、

業績の回復を実現し、さらなる事業展開を図るために、「２．役員の異動」に記載のとおり、経営体

制を一新し、その中心に位置し、今後、機動的な戦略実行を行うことができる人材として、羽田寛

氏を、平成 20 年３月 27 日に開催予定の定時株主総会で取締役に選任されることを前提に、代表

取締役社長に就任していただくことを、本日の取締役会で決議いたしました。 

羽田寛氏は、下記の略歴等に記載のとおり、IT 業界、金融業界において数々の要職を歴任し、

多くの実績を残しています。その力量と識見により、FX 事業、ヘルス事業を含め当社が行っている

事業全般の成長・加速および新たな事業展開に大きく寄与し、長期継続的に企業価値の増大に

貢献できる人材として期待しております。 

 

（3）新任代表取締役社長の氏名および略歴等 

 氏名 羽田 寛（はねだ ひろし） 

 生年月日 昭和 42 年１月 11 日 

 出身地 神奈川県 

 学歴 平成２年３月 東京大学農学部卒業 

 職歴 平成２年４月 株式会社三和銀行 

  平成13年１月 米国Appian Bridge Corp. 極東代表 

  平成13年９月 株式会社電通フューズ ジェネラルマネージャー 

  平成14年９月 株式会社オン・ザ・エッヂ 執行役員上級副社長 

  平成16年６月 ターボリナックス株式会社 取締役 

  平成17年６月 日本グローバル証券株式会社 代表取締役 

  平成17年11月 株式会社ジャック・ホールディングス 代表取締役社長 

  平成17年12月 株式会社ライブドア 取締役兼執行役員上級副社長 

  平成18年６月 株式会社ゼロスタートコミュニケーションズ 代表取締役副社長 

   （現任） 

 

２．役員の異動 

（1）異動の内容 

新役職名 氏名 現役職名 異動予定日 

取締役 羽田 寛 （新任） 平成 20 年３月 27 日 

取締役 西門 傑 顧問 平成 20 年３月 27 日 

取締役 金 成翰 顧問 平成 20 年３月 27 日 

取締役 金 健一 （新任） 平成 20 年３月 27 日 

取締役 徐 躍平 （新任） 平成 20 年３月 27 日 

取締役 洪 顯穆 （新任） 平成 20 年３月 27 日 
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取締役 池田 学 （新任） 平成 20 年３月 27 日 

（退任） 後藤 克誓 代表取締役社長 平成 20 年３月 27 日 

（退任） 川島 亮太郎 取締役 平成 20 年３月 27 日 

（退任） 房 広治 取締役 平成 20 年３月 27 日 

（退任） マイケル ゴードン レミントン 取締役 平成 20 年３月 27 日 

（退任） キム ジョンウォン 取締役 平成 20 年３月 27 日 

（注）取締役 後藤 克誓、川島 亮太郎、房 広治、マイケル ゴードン レミントン、キム ジョンウ

ォンの各氏は、平成 20 年３月 27 日に開催予定の定時株主総会の終結をもって、辞任により退任

する予定であります。なお、 取締役 川目 正良は留任いたします。 

 

（2）異動の理由 

当社の資本構成は、平成 19 年 10 月 25 日発表「主要株主である筆頭株主及び主要株主並び

に「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ」のとおり、日本、米国、韓国、中国、東南アジア

等において旺盛な投資と運営を行う国際事業家である金 健一氏を窓口として、韓国の著名な独

立系投資会社STIC Investments, Inc.が運営する投資組合STIC Pioneer Fund Ⅱおよび同氏が実

質的オーナーである事業会社のゲームヤロウ株式会社、Ａ2ｉ Co., Ltd.の 3 社が当社株式を取得

し、平成 19 年 12 月 31 日現在で、当社議決権の 32.78％を所有しております。 

当社は、上記株主異動以来、金 健一氏および STIC Investments, Inc.に対して、当社との信

頼・協力関係を更に強化し、事業の発展・拡大を促進して企業価値を高めて行くためにも、長期的

に保有していただくことを要請するとともに、当社の経営状況や事業戦略等をご理解いただき、平

成 20 年２月 13 日発表「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」のとおり、新た

な出資についてもご対応いただいております。 

このような資本構成の変動を背景に、当社は、経営体制を一新し、代表取締役社長に就任予定

の羽田氏を中心に、長期継続的に業績の回復、企業価値の増大に取り組む体制を構築し、より早

期の経営改革・建て直しを実現すべく一丸となって事業の推進を進めてまいる所存であります。 

 

（3）取締役選任予定者の氏名および略歴等 

候補者 

番号 

氏名 

（生年月日） 

略歴、地位、他の法人等の代表状況 所有する

当社の 

株式数 

１． 羽田 寛 

（はねだ ひろし） 

（昭和 42 年１月 11 日） 

平成２年３月 

平成２年４月 

平成13年１月 

平成13年９月 

 

平成14年９月 

東京大学農学部卒業 

株式会社三和銀行 

米国Appian Bridge Corp.極東代表 

株式会社電通フューズ 

  ジェネラルマネージャー 

株式会社オン・ザ・エッヂ 

― 
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平成16年６月 

平成17年６月 

 

平成17年11月 

 

平成17年12月 

 

平成18年６月 

  執行役員上級副社長 

ターボリナックス株式会社取締役 

日本グローバル証券株式会社 

  代表取締役 

株式会社ジャック・ホールディングス 

  代表取締役社長 

株式会社ライブドア 

  取締役兼執行役員上級副社長 

株式会社ゼロスタートコミュニケーションズ 

  代表取締役副社長（現任） 

2. 西門 傑 

（そもん こる） 

（昭和 33 年６月 22 日） 

平成 13 年４月 

平成 13 年８月 

平成 18 年５月 

TcomNet in Korea 副会長 

Asia Vision グループ副代表 

クスコグループ戦略企画室長 

― 

3. 金 成翰 

（きむ そんはん） 

（昭和 43 年９月 22 日） 

平成９年９月 

平成 15 年２月 

TSQ（株）食品事業部入社 

日本モリア株式会社設立 

  代表取締役社長（現任） 

― 

4. 金 健一 

（きむ こんいる） 

（昭和 29 年 10 月 27 日） 

昭和 61 年３月 

 

平成７年８月 

 

平成９年１月 

 

平成 16 年 10 月

 

 

平成 17 年７月 

 

平成 17 年９月 

TSQ Inc. 設立 

食品所在（素材）生産専門企業 

Cheil Access Ltd.設立 

第三者物流代行専門企業 

Samjo Celltech Ltd.設立 

食品新素材生産専門企業 

SevenOn Information Tech. Ltd.設立 

(中国, 上海) 

複合ゲーム開発専門企業 

MOB Studio Inc. 設立  

3D 動画製作専門企業 

PT. MaySeven International 設立 

（インドネシア, ジャカルタ) 

複合製造, サービス業 

― 

5. 徐 躍平 

（じょ やくへい）  

（昭和 36 年１月 26 日） 

昭和 57 年９月 

平成 12 年 10 月

 

平成 18 年７月 

 

平成 18 年７月 

中国通産省化学設備総局入省 

中国英極軟件開発（大連）有限公司 

  代表取締役社長（現任） 

EMCOM 株式会社 

  取締役（現任） 

中国恒睿軟件開発(大連)有限公司 

― 
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  代表取締役社長（現任） 

6. 洪 顯穆 

（ほん ひょんもく） 

（昭和 41 年 8 月 18 日） 

平成３年１月 

平成８年 10 月 

平成 12 年 10 月

 

平成 16 年１月 

SK ネットワークス入社 

SK テレコムマーケティング マネジャー  

VaONE/Q ストリーム 

マーケティング ディレクター 

A2i Co., Ltd. 最高経営責任者（現任） 

― 

７. 池田 学 

（いけだ まなぶ） 

（昭和 41 年３月７日） 

平成５年９月 

平成 19 年１月 

平成 19 年２月 

株式会社ロボット入社 

株式会社オゾンネット入社 

株式会社 OnStars（在ソウル）出向 

― 

（注）取締役候補者 徐 躍平氏は、EMCOM 株式会社との平成 20 年 1 月 31 日付株式交換契約

締結により、平成 20 年３月 14 日付株式交換期日の効力発生をもって、当社株式 14,500,000

株を取得する予定であります。 

 

以上 

 


