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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、臨時

株主総会招集請求をいたしました。 

 

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 

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 株主提案の内容の概要について 

 （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】 

貴社に対しては、Oakによる支配が継続しており、Oakへの指示に従い、経営判断

がなされておきました。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、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】 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【各取締役候補の略歴】 

（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 


