
 

 
      株式会社ホッコク 

平成 24年 5月 25日 

各 位 

会 社 名 株式会社ホッコク 

代表者名 代表取締役 中井 二男 

[JASDAQコード 2906] 

問合せ先 取締役管理本部長 青池啓忠 

TEL 03-3512-4005 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24年５月 23日開催の取締役会及び同月 25日の取締役会において、下記のとおり役員の異

動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件異動に付きましては、平成24年６月

29日開催予定の第 44回定時株主総会における承認において正式に決定する予定です。 

なお、取締役候補者の略歴等につきましては、別紙をご覧ください。 

 
 

記 

 
 

１．取締役の異動（平成 24年６月 29日付） 

 

①新任取締役候補者 

青池  保 

加藤  剛 

日高 一雄 

青山 裕治 
 

②解任取締役候補者 

取締役 大浦  真里枝 

取締役 石田  雅一 

 

③退任取締役 

取締役 青池 啓忠（辞任） 

取締役 楊   傑（辞任） 

 

2．監査役の異動（平成 24年６月 29日付） 

 

①新任監査役候補者 

櫻田 誠 

内藤 満 

 

②補欠監査役候補者 

上木戸 一仁 

武田  義昭 
 

③退任監査役 

監査役 玉置 良光（辞任） 
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3．取締役解任議案を上程する理由 

 

当社は、上記のとおり、取締役大浦真里枝氏（以下「大浦氏」といいます。）及び取締役石田雅一

氏（以下「石田氏」といいます。）について、取締役解任議案を第 44回定時株主総会に上程すること

を予定しておりますが、その主たる理由は以下のとおりです。 

 

まず、取締役大浦氏は、本日現在までの調査の結果、（1）平成 23年 11月 18日付で、当社株式及

び当社新株予約権を第三者に割り当てることを目的とし、かつ同年 12月末日まで当該第三者に当社

との独占交渉権を付与することを内容とする法的拘束力のある合意書（具体的な条件についても定め

られたもの）を、当社取締役会の決議を経ずに第三者との間で締結しました。また、（2）平成 24年

4月 27日付で、当社のインドネシア海産物取引事業に関連して当社が保有する債権の回収に向けた助

言をＪ社1に委託することを目的とし、当社が第三者から支払いを受けた場合には受領額の 20％（非居

住者から支払いを受けた場合は 15％）を成功報酬としてＪ社に支払うこと及び当該契約を当社が「解

約又は更新しない場合」には違約金として 3000万円をＪ社に支払うことを内容とする業務委託契約を、

当社取締役会の決議を経ずにＪ社との間で締結し、（3）同日付で、当社が保有する匿名組合出資債権

について、既に弁護士に回収業務を依頼し解決の目処が立っていたにもかかわらず、当該債権相当額

の取戻しに向けた助言をＪ社に委託することを目的とし、当社が匿名組合出資金相当額の返還を受け

た場合には返還額のうち 8000万円を超える部分について 20％を成功報酬としてＪ社に支払うこと、

かかる業務を遂行するにあたってはＪ社が推薦する弁護士を登用すること、当該弁護士に対する成功

報酬は上記成功報酬に含まれるものとすること及び当該契約を当社が解約した場合には違約金として

3000万円をＪ社に支払うことを内容とする業務委託契約を、当社取締役会の決議を経ずにＪ社との間

で締結し、（4）同日付で、当社が保有する貸付債権について、当該債権の回収に向けた助言をＪ社に

委託することを目的とし、当社が当該貸付債権の弁済を受けた場合には弁済額の15％を成功報酬とし

てＪ社に支払うこと、かかる業務を遂行するにあたってはＪ社が推薦する弁護士を登用すること、当

該弁護士に対する成功報酬は上記成功報酬と合算して弁済額の20％を超えない額とすること及び当該

契約を当社が解約した場合には違約金として 1000万円をＪ社に支払うことを内容とする業務委託契

約を、当社取締役会の決議を経ずにＪ社との間で締結したことが明らかとなっております。なお、上

記（2）ないし（4）に記載する業務委託契約は、当社臨時株主総会の開催日である平成 24年 4月 30

日の直前の最終営業日である同月 27日に締結されており、当社ではなくＪ社の利益を図ることを目

的として締結された疑いがあり、かつ、その内容においても弁護士法違反の疑いがあります。 

さらに、（5）当社は、大浦氏が推挙した N氏が仲介した第三者に対し、当社保有不動産を売却する

ことを目的とした不動産売買契約書を締結しておりますが、当該第三者は、当該不動産売買契約書に

定める手付金の支払義務を履行しておりません。にもかかわらず当社は、平成 24年 1月 31日付で当

該第三者に対して条件付所有権移転仮登記を設定し、当該条件付所有権移転仮登記は、本日現在、さ

らにその他の第三者に移転されており、当社は、当該不動産の処理ができない事態に直面しておりま

す。大浦氏は、自己が代表取締役として行ったかかる業務執行について、「すべて N氏にまかせてい

たので詳しい事情はわからない」と主張しています。 

また、(6) 上記 N氏は上場企業の架空増資に関与した疑いで警視庁に逮捕された前歴を持つ人物で

あり、当社取締役は、当社と N氏との関わり合いを断つことを申し合わせておりましたが、その後も、

大浦氏が N氏との関わり合いを継続していたことが明らかになっています。 

当社は、これらの大浦氏の行為は、当社に損害をもたらすおそれがあり、大浦氏は当社取締役とし

てふさわしくないと判断しました。 

また、取締役 3名は、取締役として大浦氏に対する監視義務を負っているところ、結果として上記

（1）から（6）の事象が発生するに至り、少なくとも結果責任・道義的責任があると考えられます。

そこで、青池啓忠氏及び楊傑氏は、当社の定時株主総会終結時をもって辞任する意向を明確にしてい
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ますが、石田氏は、辞任しない意思を明確にしています。これらの事実から、当社は、石田氏は当社

取締役としてふさわしくないと考えており、石田氏の取締役からの解任議案を上程せざるを得ないと

の判断に至りました。 

以上 

 

固有名詞を公表することは差し控え、仮名としております。
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別紙  

 

1 新任取締役候補者の略歴  

 

氏名 

（生年月日） 
略 歴 

 

青池 保 

（昭和 11年 12月 3日生） 

昭和 36年 5月  餃子飯店「つたや」を開業 

昭和 43年 4月  当社設立 代表取締役社長 

昭和 54年 7月  札幌北国商事株式会社取締役 

昭和 60年 6月  株式会社味の花代表取締役会長 

平成 13年 4月  当社代表取締役兼営業本部長 

平成 17年 6月  当社代表取締役社長を退任 

 

加藤 剛 

（昭和 40 年 4 月 2 日） 

平成元年 3月   愛知大学法経学部卒業 

平成元年 4月   日本生命保険相互会社入社 

平成 12年 4月  エクスパダイト株式会社入社 

平成 17年 5月  株式会社やすらぎ入社 

平成 20年 4月  株式会社ウェブ 取締役経営企画部長 

平成 24年 5月  当社入社 社長室長（現任） 

 

日高 一雄 

（昭和 10 年 6 月 22 日生）  

 

昭和 33年 3月  東京大学経済学部卒業 

昭和 33年 4月  三菱商事株式会社入社 

昭和 59年 5月  株式会社ダイエー取締役 

平成 2年 6月   日清食品株式会社専務取締役 

平成 7年 7月   日高一雄事務所設立 代表（現任） 

 

青山 裕治 

（昭和 26 年 6 月 10 日生）  

昭和 50年 3月  早稲田大学商学部卒業 

昭和 52年 4月   監査法人中央会計事務所入所 

昭和 56年 8月  公認会計士登録 

平成 4年 8月   中央新光監査法人社員 

平成 10年 7月   中央監査法人代表社員 

平成 19年 8月  新日本監査法人代表社員 

平成 22年 9月  株式会社愛智会計情報研究所設立 

代表取締役（現任） 
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2 新任監査役候補者の略歴 

 

氏名 

（生年月日） 
略 歴  

 

櫻田 誠 

（昭和 20 年 4 月 7 日生） 

昭和 43年 3月    中央大学商学部卒業 

平成 9年 6月   株式会社第一ホテル取締役経理部長 

平成 11年 4月  株式会社大分第一ホテル 

代表取締役専務 

平成 14年 6月  株式会社第一阪急ホテルズ常勤監査役 

平成 17年 4月  宝塚ホテルサービス株式会社 

         代表取締役社長 

平成 19年 4月  株式会社阪神阪急ホテルズ経営企画部 

         内部統制プロジェクト担当部長 

平成 22年 4月   第一ホテルサービス株式会社取締役 

 

内藤 満 

（昭和 27年 6月 17日生） 

昭和 54年 3月  一橋大学法学部卒業 

昭和 56年 4月  弁護士登録（東京弁護士会） 

三好総合法律事務所入所 

昭和 62年 4月   卯月法律事務所（現すばる法律事務所）開設 代表（現任） 

平成 22年 7月  当社顧問弁護士 

～平成 23年 7月  

 

3  新任補欠監査役候補者の略歴 

 

氏名 

（生年月日） 
略 歴  

 

上木戸 一仁 

（昭和 55 年 8月 29 日）  

平成 15年 10月 公認会計士第２次試験に合格 

東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 

平成 16年 3月  神戸大学経営学部卒業 

平成 19年 7月  公認会計士登録 

平成 21年 12月 税理士登録 

上木戸一仁公認会計士・税理士事務所代表（現任） 

 

武田 義昭 

（昭和 20年 5月 27日生） 

平成 4年 8月   株式会社栄太郎取締役 

平成 17年 6月  株式会社極楽湯社外取締役 

平成 18年 6月  株式会社極楽湯常勤監査役 

 

 

以 上 


