
                     

  

 
平成 22 年９月 30 日 

各 位 

会 社 名  中小企業投資機構株式会社 

代表者名  代表取締役社長  黒澤 明宏 

（コード番号 2318） 

問合せ先  取締役管理本部長 鈴木 伸治 

（TEL．06-7732-7892） 

 

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 

 

本日開催の取締役会において、下記のとおり当社第 11 回定時株主総会の付議議案等詳細

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．定時株主総会開催日 

平成 22 年 10 月 28 日（木）午前 10 時 

 

２．定時株主総会開催場所 

大阪市北区中崎西二丁目３番 21 号 

ホテルグリーンプラザ大阪 

アネックス７階 ダイヤモンドの間 

 

３．定時株主総会議案 

第１号議案 定款一部変更の件 

１．提案の理由 
  （１）当社は、中小企業に向けて財務戦略、資金調達、企業統治などの実践的な経営支援

を目的とし、その事業目的を推進するため企業支援事業としてＭ＆Ａ関連事業、財

務及び業務支援事業、中小企業に対するコンサルティング事業等を行っております。  
また、今後当社は上記業務に加え、安定的な収益が確保できる事業に人的及び資金

リソースを集中し、中長期的な成長を目指すことを方針としております。  
このような認識のもと、新たな成長を期して、より質の高い事業を創造するために

「クレスト」（頂き）を目標とし、また、ステークホルダーの皆様の記憶に残る社

名とすることを目的として、現行定款第１条（商号）に定める当社の商号を中小企

業投資機構株式会社からクレスト・インベストメンツ株式会社に変更するものであ

ります。  
なお、当該商号の変更は平成 22 年 11 月１日付で効力を生ずるものとし、その旨を

附則に定め、効力発生日をもって当該附則を削除するものであります。 

（２）今後の機動的な資金調達の確保のため、現行定款第６条（発行可能株式総数）を

30,000,000 株に変更するものであります。 

 
 
 
 
 
 

 



                     

  

 
２．変更の内容 

    変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現   行   定   款 変    更    案 

(商号)   (商号)   

第１条 当会社は、中小企業投資機構株式 第１条 当会社は、クレスト・インベストメ

  会社と称し、英文では、INVESTMENT   ンツ株式会社と称し、英文では、 

  FIRM  ORGANIZATION OF SMALL    Crest  Investments  Co., Ltd. 

  AND  MEDIUM-SIZED ENTERPRISES   と表示する。 

  CO.,LTD.と表示する。     

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

  15,200,000 株とする。   30,000,000 株とする。 

（新設） （附則） 

    第１条 第１条（商号）の変更は、平成 22

      年 11 月１日をもって効力を生ずる

      ものとする。 

      なお、本条は当該効力発生日をも 

      って削除されるものとする。 

        

 

 

第２号議案 取締役５名選任の件 

本総会の終結の時をもって、取締役全員（３名）は任期満了となります。 

つきましては、経営基盤の強化のために２名増員し、取締役５名の選任をお願いするもの

であります。 

 取締役候補者は次のとおりであります。 

氏       名 

(生 年 月 日) 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する当社

株式の数 

平成元年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社

みずほ銀行）入行 

平成 17 年８月 アセット・マネジャーズ株式会社（現

いちごグループホールディングス株

式会社）入社 

平成 18 年６月 同社上席執行役ソリューション事業

部長 

平成 19 年６月 アセット・インベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株式

会社）取締役 CIO 

平成 19 年６月 株式会社極楽湯取締役 

平成 20 年７月 株式会社 G&R コーポレーション代表

取締役 

平成 21 年４月 当社社長執行役員 

平成 21 年 10 月 当社代表取締役社長（現任） 

平成 21 年 12 月 マルマン株式会社社外取締役（現任） 

黒澤
くろさわ

 明宏
あきひろ

  

（昭和 42 年１月 26 日） 

平成 22 年６月 株式会社カーチスホールディングス

社外取締役（現任） 

150,000 株



                     

  

 
氏       名 

(生 年 月 日) 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する当社

株式の数 

昭和 54 年４月 東海リース株式会社入社 

平成 15 年９月 当社入社 

平成 21 年４月 当社執行役員管理本部長 

鈴木
す ず き

 伸
しん

治
じ

 

（昭和 36 年２月１日） 
平成 21 年 10 月 当社取締役（現任） 

633 株

昭和 58 年４月 富士紡績株式会社入社 

平成 13 年９月 株式会社ティ・エム・エヌ入社 

平成 15 年６月 当社入社 

川瀬
か わ せ

 裕
やす

弘
ひろ

 

(昭和 35 年７月 23 日) 
平成 17 年７月 当社執行役員（現任） 

374 株

平成３年４月 トステム株式会社（現株式会社住生

活グループ）入社 

平成８年４月 ソニー生命保険株式会社入社 

平成 14 年７月 当社入社 

平成 19 年８月 当社執行役員（現任） 

平成 22 年６月 中小企業流通機構株式会社（現にぎ

わいパートナーズ株式会社）代表取

締役（現任） 

宮城
み や ぎ

 臣作
しんさく

 

（昭和 43 年４月 23 日） 

平成 22 年７月 株式会社にぎわい代表取締役（現任） 

178 株

昭和 60 年３月 エフティコミュニケーションズ株式

会社入社 

平成 14 年６月 同社取締役社長室長 

平成 19 年１月 当社入社 

川畑
かわばた

 貴
たか

秀
ひで

 

（昭和 37 年 11 月２日） 

平成 20 年４月 当社執行役員（現任） 

7 株

 

第３号議案 監査役２名選任の件 

本総会の終結の時をもって、監査役檜垣均氏、近藤保氏は辞任いたします。 

つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。 

  なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は次のとおりであります。 

氏       名 

(生 年 月 日) 
略歴および重要な兼職の状況 

所有する当社

株式の数 

平成７年４月 豊田通商株式会社入社 

平成 11 年 10 月 株式会社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（現有限責任 あずさ

監査法人）入所 

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（現任） 

平成 21 年７月 誠栄監査法人代表社員（現任） 

森本
もりもと

 晃一
こういち

 

(昭和 47 年 10 月７日) 

平成 21 年 12 月 株式会社アスラポート・ダイニング

社外取締役（現任） 

－株

平成６年４月 大丸興業株式会社入社 

平成 13 年 10 月 中央青山監査法人入所 和田
わ だ

 直
なお

国
くに

 

（昭和 47 年２月 11 日） 
平成 19 年７月 公認会計士和田直国事務所設立（現

任） 

－株

※森本晃一氏及び和田直国氏は社外監査役候補者であり、大阪証券取引所が指定を義務付ける一

般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。        以上 


