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臨時株主総会招集請求書 

 

当職らは、請求人 Blockchain Global Limited（以下「請求人」といいます。）の代理人と

して、パス株式会社（以下「貴社」といいます。）に対して、従前の請求を変更し、以下のと

おりご通知申し上げます。 

 請求人は、貴社の株式を 120万株保有しており、貴社の総株主の議決権の 100分の 3以上

の議決権を 6か月前から引続き有する株主です。請求人は、貴社の代表取締役である中谷文

明氏（以下「中谷氏」といいます。）に対し、会社法 297条 1項の規定に基づき、下記のと

おり、貴社の臨時株主総会の招集を請求いたします（以下「本請求」といいます。）。なお、

個別株主通知済通知書については、別途特定封筒郵便にて送付させていただきます。 

 

記 

第１． 株主総会の目的である事項 

議題１ 取締役 5名（中谷文明氏、伊藤雅彦氏、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行 

氏）解任の件 

議題２ 取締役 5名（堀主知ロバート氏、畑宏芳氏、杉浦元氏、毛利元氏及び牧野正幸 

氏）選任の件 

 

第２． 招集の理由 

１ 本請求に至った理由 

（１）請求人は、貴社の発行済株式総数の 4.2%の株式を有する株主ですが、この度、貴社



 

 

において歪な二重経営構造に基づく不公正な取引が常態化しているとの情報を入手した

ことから調査を進めたところ、以下のとおり、貴社及び貴社筆頭株主である Oakキャピ

タル株式会社（以下「Oak」といいます。）との間における不公正な関係を早期に解消す

べきと考え、本件申立てに至っております。 

当職らが貴社に送付した令和 2年 2月 18日付臨時株主総会招集請求書のとおり、平成

31年 2月 7日付開催の取締役会において決議された、株式会社マードゥレクス（以下

「マードゥレクス」といいます。）及び株式会社ジヴァスタジオ（以下「ジヴァスタジ

オ」といい、2社を総称して、「本子会社ら」といいます。）の株式追加取得（以下「本件

追加取得」といいます。）に関し、請求人は、本件追加取得における株価算定について

は、当時ジークス株式会社（中谷氏が 100％株主、かつ、代表取締役を務める会社。以

下「ジークス」といいます。）の有していた、Oakに対する借入金返済を含む 6億円の資

金需要を満たすために意図的に操作されたものであるとの強い疑念を持っております。 

仮に、本子会社らの株価算定が、ジークスから Oakへの借入金返済の便宜等を図るた

め、不合理に 6億円と評価されたものであり、両社の正当な評価額が 6億円より低額で

あったとすれば、本件追加取得は貴社にとって不利益な取引であるにとどまらず、Oak

にとって著しく有利な取引であって、利益供与に該当するものと考えられます。 

また、そのような利益供与に該当する取引を行った当時の取締役である菅谷洋一氏、

中谷文明氏、伊藤雅彦氏、及び中原信一郎氏（このうち中谷氏及び伊藤氏については現

任です。）においては、取締役の善管注意義務違反（会社法 330条、民法 644条）が存

するものと考えられます。 

なお、中谷氏に関しては、本件追加取得において貴社と利益が相反する立場にあるた

め、仮に同取引について、重要な事実を開示した上で取締役会の承認を受けていない場

合には、利益相反行為に関する規制違反（会社法 356条 1項 2号、365条 1項）に該当

することも考えられます。 

（２）その上、上記利益供与の疑いにとどまらず、請求人としては、Oakが、貴社のファイ

ナンスやM&Aに関し、以下のように貴社に対し個別具体的に指示を行い、その実行に

係る決議を強要することが常態化しているとの情報も得ております。 

① 平成 26年 10月 23日：EC事業開始およびジークスとの新会社設立指示（なお、ジ

ークスの実質的支配者であるユニヴァキャピタルと Oakとの間には利害関係あり。）。 

② 平成 27年 7月 24日：本子会社らの過半数の株式取得（子会社化）指示。株価上昇

を期待して、貴社より売上規模が大きい会社の子会社化を進めた。なお、本子会社らの

当時の株主は、ジークスだった。 

③ 平成 28年 9月 16日：マードゥレクスの株式 130株（持ち株比率 13％）を 9900万



 

 

円で追加取得指示。 

④ 平成 29年 3月 24日： 3億 2000万円規模の DESによるマードゥレクスの株式

1600 株（持ち株比率 22.15％）の追加取得指示。 

⑤ 平成 29年 5月 18日：株式会社ユニヴァ・フュージョンの完全子会社化及び主要株

主異動指示（株式会社ユニヴァ・フュージョンとジークスの実質支配者はユニヴァキャ

ピタルで同一）。ただし、自主規制法人より裏口上場に該当する恐れがあると指摘された

ため、Oak側も断念。 

⑥ 平成 30年 5月 11日：アセット・マネジメント事業への新規参入指示。同日開示

「パスの成長戦略～2018 年新規事業の展開～」は Oakが作成。 

⑦ 平成 30年 7月 20日：Blockchain Global Limited 及び Blockshine Technology 

Corporation Pty Ltdとの日本国内におけるブロックチェーン事業の共同事業展開に関す

る包括的業務提携契約の締結指示。この指示は、これにより、当時話題のブロックチェ

ーン事業・ICOコンサルティング展開での株価の上昇を期待した指示である。 

⑧ 平成 30年 8月 10日：貴社開示資料である「ブロックチェーン事業計画についての

お知らせ、パス株式会社のブロックチェーン事業～戦略と展望～2018年」を Oakが作

成。 

⑨ 平成 31年 2月 27日：本件追加取得。 

⑩ 令和元年 11月 16日：株式会社エスキュービズム（以下「エスキュービズム」とい

います。）との株式交換（スケジュール付き）指示。業績のシナジーがないにもかかわら

ず、連結での売上（約 32億円）及び営業利益（約 1.3億円）を上げることで、株価の上

昇を期待した指示である。なお、本件については、経営陣がこの指示について拒否した

ところ、かかる判断に不満を持った Oakから、令和元年 12月 2日に臨時株主総会招集

請求がなされた経緯があるところ、かかる請求にて、取締役候補として選任された人物

の一人が、エスキュービズムの代表取締役の藪崎敬祐氏となっている。 

 

そればかりか、当職らとしては、Oakの竹井博康氏が、当時の貴社代表者である中原

信一郎氏及び赤坂惠司氏を Oakに呼び出し、両者に辞任を迫ったり、役員継続の交換条

件として、臨時株主総会の開催を強要する内容の録音テープを入手しております。 

令和２年２月２８日に開催された臨時株主総会で選任された各取締役は、Oakによる

推薦者であるところ、貴社の上場会社としての独立性を害するような行為を長期間に及

び行ってきた Oakが推薦した役員を就任させておくことは、Oakによる貴社への支配を

継続させることと同義であることから、その他の株主の利益が害されていくことは明白

です。Oakによる支配がこれ以上継続することは、貴社のコーポレートガバナンスの観



 

 

点から、上場廃止も覚悟する必要がある大きな問題といえます。 

貴社の取締役は、広く株主全体の利益を最大化することを最優先に行動しなければな

らない中、特定の株主の利益のみを優先し、他の株主を蔑ろにしている状況であり、こ

のような貴社が置かれている現状は、上場会社として由々しき事態です。 

以上より、請求人は、貴社の株主として、請求人を含む貴社の株主共同の利益を確保

し、貴社の企業価値をより一層向上させるため、貴社の経営体制を早期に刷新し、特定

の株主に与しない合理的な事業運営を実施できる適切な人材を取締役に選任すべく、本

請求に至ったものであります。 

 

２ 株主提案の内容について 

 （１）議題１：取締役５名（中谷文明氏、伊藤雅彦氏、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川

弘行氏）解任の件 

 【議案の要領】 

 取締役の中谷文明氏、伊藤雅彦氏、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏を解任す

るものであります。 

 【提案の理由】 

上記１の（１）のとおり、本件追加取得は、マードゥレクス及びジヴァスタジオの株

価算定が、ジークスから Oakへの借入金返済の便宜等を図るため、不合理に 6億円と評

価されたものであって、両社の正当な評価額が 6億円より低額であったとすれば、本件

追加取得は貴社にとって不利益な取引であるにとどまらず、Oakにとって著しく有利な

取引であって、利益供与に該当するものと考えられます。そして、そのような利益供与

に該当する取引を行った当時の取締役である菅谷洋一氏、中谷文明氏、伊藤雅彦氏、及

び中原信一郎氏においては、取締役の善管注意義務違反（会社法 330条、民法 644条）

が存するものと考えられます。 

   このように、特定の株主の利益を優先し、取締役としての善管注意義務違反の存する

中谷氏及び伊藤氏に貴社の業務執行を委ねることは不適切であると言わざるを得ず、今

後、中谷氏及び伊藤氏による不適切な業務執行を阻止するとともに、特定の株主に与す

ることなく、貴社の株主共同の利益を確保し、貴社の企業価値をより一層向上させるこ

との可能な、合理的な事業運営を実施できる適切な人材を貴社の業務執行の中枢に据え

るため、中谷氏及び伊藤氏を解任することを提案するものであります。 

また、上記１の（１）のとおり、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏は、貴社の

上場会社としての独立性を害するような行為を長期間に亘り行ってきた Oakが推薦した

取締役であることから、Oakの影響下にある取締役が就任することは、Oakによる貴社



 

 

への支配を継続させることと同義であり、その他の株主の利益が害されていくことは明

白です。Oakによる支配がこれ以上継続することは、貴社のコーポレートガバナンスの

観点から、上場廃止も覚悟する必要がある大きな問題といえます。このような由々しき

問題を解消するために、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏の解任を提案するもの

であります。 

 

（２）議題２：取締役５名（堀主知ロバート氏、畑宏芳氏、杉浦元氏、毛利元氏及び牧野正

幸氏）選任の件 

【議案の要領】 

第１号議案である取締役全ての解任が承認可決されることを条件として、新たに取締

役５名を選任するものであります。 

 

【提案の理由】 

上記１の（１）のとおり、現状の経営体制を継続することは、貴社においては、Oak

キャピタルによる不合理な支配が維持継続されることとなります。このような状況にお

いて、貴社の業績及び企業価値の向上を実現するためには、経営体制を刷新し、能力及

び実績のある経営体制の下、成長戦略及び事業戦略を早期に策定する必要があります。

また、上場会社である貴社の経営の独立性が著しく侵されている現状に鑑み、ガバナン

スの強化は必須であり、管理体制の再構築を担える人物も必要となっております。 

各取締役候補者は、後述の通り、貴社の上記問題点を解決する上で、適切な人物であ

ることから、取締役候補として選任をいたします。 

 

堀主知ロバート氏は、上場企業（サイバードグループ）を 1から創業し、2年 3か月

という最短で上場させ、時価総額 1000億円以上の企業に成長させた実績を有する人物で

あるところ、かかる実績に加え、化粧品通販業界 6位であった当時上場企業であった株

式会社ジモスを買収し、カタログ通販から ITやニューメディア型へと成長させた実績も

有していることから、貴社の美容通販事業の再生についても、手腕が期待できる人物で

あります。また、同氏は、ダボス会議の Young Global Leadersに選出されグローバルに

活躍する経営者でもあり、さらに、１０社を超えるグループ企業をホールディングスが

統括するために「透明性と公平性」を軸にガバナンス経営へ移行するなど、当時いち早

くコーポレートガバナンスを意識した経営を行っており、特定の株主の影響による乱脈

経営が行われてきた貴社の改善と業績向上を担う人物として適任であると考えられるた

め、貴社の取締役候補者として提案するものであります。 



 

 

 

畑宏芳氏は、三洋電機グループの鳥取三洋電機株式会社を買収し、事業を再建させ、

会社の業績を大きく拡大させた経験及び実績共に十分な経営者であります。また、コス

メティクス、バイオメディカル分野、エレクトロニクス分野を中心とした先端的な研

究・開発や技術を行う専門機関、企業等とグローバルなネットワークを有し、事業の再

建と業績拡大を担う人物として適任であると考えられるため、貴社の取締役候補者とし

て提案するものであります。 

 

杉浦元氏は、大和証券株式会社グループ傘下の NIFベンチャーズ株式会社においてベ

ンチャーキャピタリストとして、株式会社オウケイウェイヴの上場支援と上場後のガバ

ナンス体制を構築した実績、その後ベンチャー企業に対するエグゼクティブ層の人材紹

介企業、ソーシャルベンチャー支援の株式会社エリオスを立ち上げた実績から、貴社の

事業推進力とコーポレートガバナンス体制の構築を担う人物として適任であると考えら

れるため、貴社の取締役候補者として提案するものであります。 

 

毛利元氏は、数々の事業会社の立ち上げをしていく中で、時代を捉えた事業を常に起

業し、その時代の事業推進する能力と実力を備え、多くの事業のM＆Aに携わってきま

した。不動産事業を中心に、近年は太陽光発電事業、バイオマス事業に携わり、成功を

収めております。多くの投資家及び事業家との間に人脈があり、貴社の財務改善と資本

計画を担う人物として適任であると考えられるため、貴社の取締役候補者として提案す

るものであります。 

 

牧野正幸氏は、株式会社ワークスアプリケーションズの創業者であり経済業界 の常識

を覆すイノベーションを起こし続け、日本初大手企業向け ERPソフトの開発に成功した

人物である。創業 1996年以来 19期連続の増収増益を達成し、時価総額最大 1000億円

企業に成長させている。上場企業における手腕と経験は貴社の経営戦略を担う人物とし

て適任であると考えられるため、貴社の取締役候補者として提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

【各取締役校の略歴】 

（取締役候補者 1） 

氏  名：堀 主知ロバート 

生年月日：昭和 40年 8月 23日 

略  歴：平成 10年 株式会社サイバード設立 代表取締役社長 

平成 28年 株式会社サイバード顧問（現任） 

同年    Oceans株式会社設立 代表取締役（現任） 

所有する貴社株式の数：0 

 

 

（取締役候補者 2） 

氏  名：畑 宏芳 

生年月日：昭和 38年 12月 18日 

略  歴：平成 11年 ジーニア＆アーレイ株式会社設立 代表取締役社長（現任） 

      平成 12年 株式会社応用電子研究所 代表取締役 

      平成 23年 ジーニア＆アーレイ鳥取株式会社設立 代表取締役社長（現任） 

平成 23年 アース・バイオケミカル(現アース製薬)株式会社研究開発部  

特別顧問 

平成 26年 Gates MJ FZCO(UAE ドバイ法人)設立 President&CEO 

（現任） 

平成 27年 TERALUX India Pvt.Ltd.(インド法人) Executive Director 

（現任） 

平成 28年 三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社(旧鳥取三洋電機) 

代表取締役会長（現任） 

所有する貴社株式の数：0 

 

 

（取締役候補者 3） 

氏  名：杉浦 元 

生年月日：昭和 45年 7月 22日生まれ 

略  歴：平成 8年 NIFベンチャーズ株式会社 入社 

       平成 9年 株式会社ソラシドエア 設立 取締役 

       平成 11年 株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー 



 

 

       平成 12年 株式会社オウケイウェイヴ 取締役 

       平成 20年 株式会社コンコードエグゼクティブグループ設立 取締役 

平成 28年 株式会社エリオス設立 代表取締役（現任） 

所有する貴社株式の数：0 

 

 

（取締役候補者 4） 

氏  名：毛利 元 

生年月日：昭和 31年 9月 3日 

略  歴：平成 5年 株式会社ダーマ設立 代表取締役 

      平成 8年 株式会社ザ・ペットチャンネル・ネットワーク 代表取締役 

      平成 18年 株式会社 TTC設立 代表取締役 

      平成 30年 イーエスジーテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役会長 

（現任） 

所有する貴社株式の数：0 

 

 

（取締役候補者 5） 

氏  名：牧野 正幸 

生年月日：昭和 38年 2月 5日 

略  歴：平成 8年 株式会社ワークスアプリケーションズ 設立 

     平成 12年 株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役 

     平成 27年 文部科学省中央教育審議会 委員就任 

所有する貴社株式の数：0 

 

以上 

 

 

 

 

BLOCKCHAIN GLOBAL 

 


