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決算発表資料の追加（役員の選任）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 11 月２日開催の取締役会において、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の当社第

11 期定時株主総会にて、下記のとおり、「取締役５名の選任の件」及び「監査役３名の選任の

件」につきまして付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 目 的 

現取締役６名及び監査役岩崎晃氏は、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の当社第 11 期定時

株主総会終結のときをもって任期満了となります。また、監査役上田雅典及び監査役根

岸秀明の両氏は辞任により退任いたします。よって、新たに取締役及び監査役を選任す

ることを付議するものであります。 

 

２． 選任取締役候補者 

候補者 選任の別 現役職 

清川 達也 再任 
代表取締役社長 

営業部・デジタルコンテンツ営業部管掌 

早間 央 再任 
取締役 

管理部管掌 兼 管理部長 

小野間 史敏 再任 取締役内部監査室長 

上田 和利 新任 － 

谷本 龍哉 新任 － 

 

３． 退任予定取締役 

氏 名 現役職 

木村 裕治 取締役 

福田 和久 取締役 

森木 陽一 社外取締役 

 

４． 新任取締役候補者略歴 

氏   名 

（生年月日） 
略  歴 

上田 和利 

(昭和 41 年９月 19 日生) 平成６年４月 公認会計士登録 

平成３年４月 アーサーアンダーセン大阪事務所入所 
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平成 11 年１月 クーパースアンドライブラント国際税務事務所

入所 

平成 12 年９月 東京三菱証券(株)（現 三菱 UFJ 証券(株)）入

社 

平成 18 年２月 みずほ証券(株)入社 

平成 20 年 10 月 かざか証券(株)入社 

平成 21 年７月 アスカ監査法人入所 

谷本 龍哉 

(昭和 41年 10月 26日生)

平成 11 年４月   和歌山県議会議員当選 

平成 12 年６月 衆議院議員当選 

平成 21 年 10 月 (株)アイビージージャパン代表取締役（現任）
 
(注) 上田和利氏につきましては、公認会計士としての専門的知識・経験等を当社の管理体制

にいかしていだだくため、取締役としての選任をお願いするものであります。 
谷本龍哉氏は、社外取締役候補者であります。 

  谷本龍哉氏につきましては、県議会議員及び衆議院議員を経験されており、組織運営者と 
して幅広い実績と見識を有しておられるため、社外取締役としての選任をお願いするもの
であります。 

 

５． 選任監査役候補者 

候補者 選任の

別 

現役職 

森木 陽一 
(昭和 41 年 11 月４日生) 

新任 

平成２年４月 日商岩井(株) 入社 
平成 15 年７月 プルデンシャル生命保険(株)入社 
平成 19 年 10 月 ミネルヴァ債権回収(株) 入社 

事業再生支援部 副部長 
平成 20 年 10 月 同社 事業再生支援部長（現任） 
平成 21 年５月 当社 取締役（現任） 

安藤 拓郎 
(昭和 42 年３月 15 日生) 

新任 

平成８年４月 田島・佐世法律事務所入所 
平成 12 年４月 ブリッジ法律事務所（現半蔵門総 

合法律事務所）入所 
平成 21 年５月 中村・安藤法律事務所設立 

（現任） 

藤田 誠司 

(昭和 35年 11月 13日生) 
新任 

昭和 63 年 10 月 港監査法人（現 KPMG あずさ監査
法人）入所 
平成４年８月 公認会計士登録 
平成９年１月 藤田公認会計士事務所設立（現任） 
平成 10 年８月 (株)ジェイメック監査役 
平成 13 年２月 (株)ジェイメック取締役 
平成 13 年２月 (株)リジュー代表取締役 
平成 15 年３月 (株)リプラス監査役 
平成 19 年７月 (株)アーキエッジ監査役 
平成 20 年３月 (株)アッカ・ネットワークス監査
役 
平成 20 年３月 (株)ウィーヴ監査役（現任） 
平成 20 年５月 (株)ロゼッタ監査役 
平成 20 年６月 (株)ル・ショコラ・デュ・ディア
マン監査役 
平成 20 年６月 (株)ステップスパートナーズ取締
役 
平成 21 年３月 コブラジャパン(株)監査役（現任） 

(注)  森木陽一氏につきましては、ミネルヴァ債権回収株式会社にて事業再生事業に従事
し、その豊富な経験を当社の監査体制にいかしていただくため、監査役としての選任 
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をお願いするものであります。 
安藤拓郎及び藤田誠司の両氏は社外監査役の候補者であります。 
安藤拓郎氏につきましては、弁護士としての専門的知識・経験等を当社のコンプラ

イアンス体制にいかしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであ
ります。 

藤田誠司氏につきましては、公認会計士としての専門的知識・経験等を当社の監査
体制にいかしていだだくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。 

 

６． 退任予定取締役 

氏 名 備 考 

上田 雅典 常勤監査役 

岩崎 晃 社外監査役 

根岸 秀明 社外監査役 

(注)  上田雅典及び根岸秀明の両氏は辞任による退任であります。辞任理由は、一身上の都

合によるものであります。 

 

以上 

 


