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取締役および監査役の辞任ならびに新任候補者選定に関するお知らせ 

 

平成 21 年 12 月中旬に開催予定の当社臨時株主総会終結の時をもって、当社の取締役２名およ

び監査役３名が辞任することになりました。これに伴い当社は、平成 21 年 10 月 23 日開催の当

社取締役会において、取締役候補者４名および監査役候補者３名の選任について、前記の当社臨

時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、

監査役候補者の選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 

記 

 
１．辞任予定の取締役および監査役 

 

（１）辞任予定の取締役 

氏名 現役職 

山口 伸昭 取締役 

小島 保幸 取締役 

 

（２）辞任予定の監査役 

氏名 現役職 

小南 邦彦 常勤社外監査役 

今給黎 勝 社外監査役 

長浜 周生 社外監査役 
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２．新任の取締役候補者および監査役候補者 

 

（１）臨時株主総会付議予定の取締役候補者の氏名および略歴 

役職（予定） 
氏名 

（生年月日） 
略歴 

取締役 
阿部 洋介 

(昭和 51 年６月７日) 

平成 11 年４月 アサヒビール㈱ 入社 

平成 19 年３月 阪神酒販㈱ 執行役員就任 

平成 21 年１月 レゾナンスダイニング㈱ 取締役就

任（現任） 

平成 21 年 10 月 ㈱プライム・リンク 取締役就任（現

任） 

取締役 
有馬 純則 

(昭和 46 年 11 月８日)

平成６年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・

ジャパン 入社 

平成９年８月 JP モルガン証券会社東京支店 入社

平成 14 年６月 ㈱リップルウッド・ジャパン 入社

平成 17 年３月 ㈱RHJ インターナショナル・ジャパン

入社 マネージングディレクター

（現任） 

平成 20 年４月 ㈱シグマクシス 取締役就任（現任）

平成 21 年４月 ㈱代々木ライブ・アニメイション 

取締役就任 

平成 21 年６月 ナイルス㈱ 取締役就任（現任） 

取締役 
檜垣 俊行 

(昭和 46 年６月５日) 

平成７年４月 メリルリンチ証券会社 入社 

平成 13 年６月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社

平成 15 年１月 新協栄鉄工㈱（現ボルトワン㈱） 入社 

平成 18 年２月 同社 代表取締役社長就任（現任）

平成 21 年１月  小林産業㈱ 取締役就任（現任） 

社外取締役 
森本 晃一 

(昭和 47 年 10 月７日)

平成７年４月 豊田通商㈱ 入社 

平成 11 年 10 月 ㈱エルシーアール国土利用研究所 

入社 

平成 14 年 10 月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）

入社 

平成 20 年 10 月 吉田・森本公認会計士事務所 代表

パートナー就任（現任） 

平成 21 年７月 誠栄監査法人 代表社員就任（現任）

（注）１ 取締役候補者檜垣俊行氏は、当社代表取締役檜垣周作の兄であります。 

２ 取締役候補者森本晃一氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役の候補者

であります。 
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（２）臨時株主総会付議予定の監査役候補者の氏名および略歴 

役職（予定） 
氏名 

（生年月日） 
略歴 

常勤 

社外監査役 

マイク・モリズミ 

(昭和 34 年 11 月９日)

昭和 62 年 5 月 メリルリンチ証券会社 入社 

平成２年 4月 リーマン・ブラザーズ証券会社 入

社 

平成５年 3月 ベアリング証券会社 入社 

平成７年 8月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 

平成 12 年 3 月 UBS 証券会社 入社 

平成 14 年 7 月 ㈱パシフィック IR 代表取締役（現

任） 

平成 17 年 3 月 ㈱インベスターコム・ジャパン 代

表取締役就任（現任） 

社外監査役 
大野 千幸 

(昭和 39 年７月２日) 

平成２年２月 ソロモンブラザーズ・アジア・リミ

テッド 入社 

平成８年 10 月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 債

券部クレジット・トレーディング 

ディレクター 

平成 15 年１月 UBS 証券会社 入社 債券部グロー

バル・クレジット・デリバティブ・

トレーディング ディレクター 

平成 16 年５月 日興シティグループ証券㈱ 入社 

債券部ローン事業部長 

平成 21 年８月 阪神酒販㈱ 監査役就任（現任） 

社外監査役 
阿部 夏朗 

(昭和 50 年７月 19 日)

平成 10 年４月 アンダーセンコンサルティング（現

アクセンチュア㈱）入社 

平成 15 年８月 ㈱ワイズテーブルコーポレーション

入社 

平成 15 年 10 月 同社 経営企画室長就任 

平成 17 年 10 月 夢の街創造委員会㈱ 取締役就任 

平成 17 年 11 月 同社 取締役副社長就任 

平成 21 年４月 ㈱Y's and partners 代表取締役 

COO 就任（現任） 

（注）監査役候補者マイク・モリズミ氏、大野千幸氏および阿部夏朗氏は、それぞれ会社

法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。 

 

 
３．辞任および就任の予定日 

平成 21 年 12 月中旬に開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって辞任および就任

する予定であります。 

なお、臨時株主総会の開催日その他の詳細については、決定次第お知らせいたします。 

 

 

４．辞任および候補者選定の理由 

当社は、平成 21 年３月 27 日に当社が実施した第三者割当増資ならびに平成 21 年３月 27

日から同年４月 23 日までの間に阪神酒販グループの HSI グローバル株式会社が実施した当
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社株式の公開買付けにより、阪神酒販グループ（HSI グローバル株式会社）の子会社となっ

ております（買付け等後における当社株券等の所有割合 78.98%）。その後、平成 21 年 10 月

１日付で阪神酒販グループの檜垣周作（阪神酒販株式会社代表取締役社長）が当社代表取締

役社長に就任しております。 

今般、上記辞任予定の取締役および監査役より、阪神酒販グループとの連携を強固なも

のとしシナジーを最大限に発揮するためには、取締役および監査役を刷新して新たな役員体

制で臨むことが望ましいとして、それぞれ取締役および監査役の辞任の申し出がなされ、当

社取締役会はこの申し出を了承しました。 

新たな役員体制を構築するため、また、この辞任申し出に伴い取締役および監査役の法

定員数（各３名）を欠くことになるため、臨時株主総会にて後任の取締役および監査役を選

任するものです。なお、取締役および監査役の各候補者は、上記略歴欄に記載の経歴をお持

ちであり、いずれの方も当社取締役業務および監査役業務を為すに十分な能力を有するもの

と判断されるものであります。 

 

以上 


