
1. 日 時 平成30年3月6日（火）（1）総会：午後4時00分～（2）懇親会：総会終了後

2. 場 所 セルリアンタワー東急ホテル39階ソレール
東京都渋谷区桜丘町26-1

3. 目 的 事 項

報告事項 第8期（自平成29年1月1日至平成29年12月31日）事業報告の内容報告の件

決議事項 第1号議案 第8期（自平成29年1月1日至平成29年12月31日）計算書類の内容の件
第2号議案 理事7名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

4.  招集にあたっての決定事項
代理人により議決権を行使する場合は、議決権を有する会員に委任する場合に限られます。
なお、代理人は1名とさせていただきます。

平成30年2月吉日

会 員 各 位
東京都港区赤坂1丁目14番5号

アークヒルズエグゼクティブタワー8階

一般社団法人 新経済連盟
代表理事 三木谷 浩史

総 会 招 集 ご 通 知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当法人定時社員総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。本年は総会終了後に会員間の交流

をはかる目的で懇親会を計画しております。つきましては、同封の「総会等出欠通知書・委任状」に必要事項をご記入・押印の
上、平成30年3月5日（月）正午までに事務局に到着するように郵送またはファクシミリもしくは電子メールへのPDFファイルの
添付にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

総会参考資料に修正が生じた場合は、当法人Webサイト（https://jane.or.jp/）に掲載させていただきます。

http://jane.or.jp/
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新経済連盟は、2012年の活動開始からのミッション「日本経済全体の発展」という原点に立ち返り、これまで主として東京圏で行ってきた活動をそ

の他の地方に拡大することとし、その端緒として、2017年2月に関西支部を正式に立ち上げました。10月に行った「KANSAI SUMMIT2017」をはじめ、

数回のイベント開催や現地関係者との交流を通じて、我々の考え方の更なる浸透に向けた第一歩を踏み出すことができました。

4月に開催したグローバルカンファレンス「新経済サミット2017(NEST2017)」では、ベン・ホロウィッツ氏（Andreessen Horowitz／共同創業者兼

ゼネラルパートナー）、ドリュー・ヒューストン氏（Dropbox共同設立者兼CEO）、トム・ケリー氏（IDEOパートナー／D4V(Design for Ventures)創

業者兼会長）など、世界中から著名なイノベーターたちを招き、社会をより豊かで刺激的にするアイデアについて語っていただきました。

6月にはイスラエル政府主催の視察プログラムYoung Leadership Program に参加、12月には「シリコンバレー・サミット」と題した米国西海岸での

企業訪問・懇談会を開催するなど、海外にも活動の場を広げ、世界の最新の潮流を体感するとともに、日本の現状とその可能性について発信すること

ができました。

新経済連盟では、イノベーション、アントレプレナーシップ、グローバリゼーションという3つの理念を掲げており、この理念の下、17のプロジェク

トチーム（PT）を設置して、勉強会の開催や提言書の作成など、日頃から会員の皆様と一緒に政策活動を行いました。2017年の1年間で、40の政策提

言を提出し、政府・政党などで13回のプレゼンテーションを実施、政府会議等に計80回参加しました。我々の提案は、官民データ活用推進基本法や民

泊新法の成立、英語教育早期化・プログラミング教育必修化の決定、株主総会の電子化、産学連携推進体制の構築等といった形で、数多くの政府施策

に採用されました。また、「デジタル・ファースト」の促進、シェアリングエコノミー・FinTech等の新サービスの推進、ベンチャー・フィランソロ

ピーの拡充、不動産市場の活性化等、様々な項目において、「未来投資戦略」をはじめとする政府文書に反映されました。

新経済連盟は、変化し続ける世の中の最前線に立ち、「未来の水先案内人」として、関係する全ての方々と協力しながら、時代を先導する役割を今

年も果たしていく所存です。皆様方の変わらぬご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

総会参考資料

報告事項 第8期（自平成29年1月1日至平成29年12月31日）事業報告の内容報告の件
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第8期 新経済連盟 活動報告

理事会・幹事会・社員総会

2月8日 理事会

2月28日 第7期定時社員総会

3月29日 理事会/幹事会

5月26日 理事会/幹事会

9月25日 理事会/幹事会

12月18日 理事会/幹事会

会員向けイベント、その他新経済連盟主催イベント

1月25日 「新年会」を開催

2月6日
会員セミナー「法人番号・法人インフォメーション（法人ポータル）徹底活
用のすすめ」を開催

2月10日 「関西支部発足記念パーティー」を開催
3月6日 会員セミナー「BCRに関する勉強会」を開催

4月6・7日 「新経済サミット2017（NEST2017）」を開催
4月14日 会員セミナー「FinTech対応のための銀行法改正法案に関する勉強会」を開催

5月10日 「アスナビ説明会」を開催

5月10日
会員セミナー「Aavishkaar -社会的インパクトと経済的リターンを高いレベル
で同時達成しているアジア最大のImpact Investor- 」を開催

5月26日 「ルクセンブルグ産業連合ICT委員会使節団との意見交換会」を開催
6月17日～23日 イスラエルを視察

7月4日 会員セミナー「新経済連盟活動報告会」を開催
7月12日 会員セミナー「民泊新法説明会」を開催

7月14日
会員セミナー「産学連携による人材育成の取り組み～大学側からの具体的提
案～」を開催

7月19日
会員セミナー「『データの利用権限に関する契約ガイドライン』説明会」を
開催

7月24日 会員セミナー「改正個人情報保護法に関する説明会―初級編―」を開催
7月26日 「FinTech時代のオンライン取引研究会」を開催

8月18日 会員セミナー「改正個人情報保護法に関する説明会―上級編―」を開催

8月22日
会員セミナー「『限界国家』から考える外国人受け入れ～企業が知るべき現
状と課題～」を開催

8月24日
「OIH X 新経連オープンセミナー：東証1部上場企業のトップ対談！～大先
輩2人に急成長中のHR TechベンチャーCEOが聞く～」を開催

8月28日
会員セミナー「マイナンバー制度・マイナンバーカードの現状と今後の展
開」を開催

9月7日 「米国ジャーナリストとの意見交換会」を開催

9月26日
Kyoto Makers Garageとのコラボイベント：「紡ぐ tsumugu @Kyoto 
Makers Garage」を開催

10月13日
会員セミナー「ブロックチェーン利活用とICOの現状－インフラ大転換と未
来の資金調達のカタチー」」を開催

10月24日 「KANSAI SUMMIT 2017」を開催
10月27日 「竹中平蔵氏講演会」を開催
10月31日 「新経済連盟会員交流会」を開催

11月27日 会員セミナー「サイバーエージェント流の人事戦略」を開催
12月7・8日 「シリコンバレーサミット」を開催

12月14日
会員セミナー「データ利活用促進に向けた制度の整備～不正競争法防止法
改正案の説明会～」を開催

政府会議等への参画
1月19日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
1月23日 情報セキュリティ協議会産学官人材育成ワーキンググループに出席

1月26日
内閣官房「IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキング
チーム」に出席

1月27日 内閣府「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ」に出席
1月27日 経済産業省「日本ベンチャー大賞審査委員会」に出席
2月1日 環境省「COOL CHOICE推進チーム作業グループ（低炭素物流）」に出席
2月3日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
2月20日 経済産業省「日本ベンチャー大賞表彰式」に出席
2月22日 経済産業省「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」に出席
2月24日 自由民主党「文部科学部会」に出席
2月24日 環境省「COOL CHOICE推進チーム」に出席
2月24日 内閣府「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ」に出席

2月27日
内閣官房「IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキング
チーム」に出席

2月28日
自由民主党「オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部地域活性化
推進小委員会」に出席

3月1日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
3月2日 経済産業省「金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議」に出席
3月9日 文部科学省「『未来の学び』コンソーシアム」設立総会に出席

3月13日
国土交通省「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験等検証検討会」に
出席

3月13日 欧州委員会司法総局との意見交換会に出席
3月15日 内閣府「データ流通環境整備検討会」に出席
3月16日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
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3月22日 経済産業省「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」に出席
4月11日 自由民主党「中古住宅市場活性化小委員会」に出席

4月14日
自由民主党「社会的事業に関する特命委員会／公益法人・NPO等特別委員会
合同会議」に出席

4月14日 消費者委員会「消費者契約法専門調査会」に出席
4月14日 自由民主党「経済構造改革に関する特命委員会」に出席
4月19日 自由民主党「文部科学部会」に出席
4月24日 内閣官房「未来投資会議構造改革徹底推進会合」に出席
4月26日 民進党「国土交通部会」に出席
5月8日 経済産業省「『FinTechビジョン』記者ブリーフィング」に出席

5月9日
経済産業省・文部科学省「大学協議体と産業界の意見交換の開催に向けた準備
会合」に出席

5月19日 国土交通省「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」に出席
5月22日 経済産業省・文部科学省「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」に出席
5月30日 内閣官房「IT総合戦略本部」に出席
6月12日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
6月14日 総務省「ICTスキル総合習得プログラム開発検討委員会」に出席

6月15日
総務省「個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関
する懇談会：制度検討サブワーキンググループ」に出席

6月28日 文部科学省「『未来の学び』コンソーシアム運営協議会」に出席
7月18日 総務省「ICTスキル総合習得プログラム開発検討委員会」に出席

7月21日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」
に出席

7月26日 環境省「COOL CHOICE推進チーム」に出席
8月2日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席

8月2日
内閣官房「IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキング
チーム」に出席

9月1日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」
に出席

9月5日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席

9月5日
内閣官房「IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキング
チーム」に出席

9月6日 内閣官房「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」に出席

9月7日
文部科学省「英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用
促進に関する連絡協議会」に出席

9月11日 総務省「ICTスキル総合習得プログラム開発検討委員会」に出席
9月13日 文部科学省「工学系教育改革制度設計等に関する懇談会」に出席
9月19日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席

9月27日 経済産業省「研究開発税制の在り方に関する勉強会」に出席
9月29日 内閣官房「シェアリングエコノミー検討会議」に出席
10月3日 総務省「日EU ・ICT戦略ワークショップ」に出席

10月4日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会
物流分科会」に出席

10月5日
経済産業省「クレジットカードデータ利用に係るAPI連携に関する検討会」に
出席

10月10日
総務省「個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に
関する懇談会：制度検討サブワーキンググループ」に出席

10月12日 文部科学省「工学系教育改革制度設計等に関する懇談会」に出席
10月13日 内閣官房「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」に出席

10月16日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討
会」に出席

10月25日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
10月25日 内閣官房「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」に出席

10月31日
経済産業省・文部科学省「大学協議体と産業界の意見交換の開催に向けた準
備会合」に出席

10月31日
内閣官房「規制制度改革ワーキングチーム、電子行政分科会等合同会議」に
出席

11月7日 内閣官房「未来投資会議構造改革徹底推進会合」に出席
11月16日 公明党「政策要望懇談会」に出席
11月20日 総務省「ICTスキル総合習得プログラム開発検討委員会」に出席

11月22日
内閣官房「規制制度改革ワーキングチーム、電子行政分科会等合同会議」に
出席

11月27日 経済産業省「研究開発税制の在り方に関する勉強会」に出席

11月28日
経済産業省・文部科学省「大学協議体と産業界との効果的且つ円滑な意見交
換を実施するための勉強会」に出席

11月29日 内閣官房「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」に出席

12月1日
内閣官房「規制制度改革ワーキングチーム、電子行政分科会等合同会議」に
出席

12月7日 自由民主党「IT戦略特命委員会」に出席
12月7日 文部科学省「工学系教育改革制度設計等に関する懇談会」に出席

12月15日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会
物流分科会」に出席

12月19日 環境省「長期低炭素ビジョン策定小委員会」に出席
12月19日 内閣官房「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」に出席
12月22日 内閣官房「IT総合戦略本部」に出席
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12月22日

内閣官房「規制制度改革ワーキングチーム、電子行政分科会等合同会議」に出
席

12月22日
国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」
に出席

政府会議等でのプレゼンテーション・講演等

2月28日
自由民主党「オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部地域活性化推進
小委員会」で地域活性化策についてプレゼン

3月14日
民進党「財務・金融部門会議」で銀行法改正案に対する考え方についてプレゼ
ン

4月11日
自由民主党「中古住宅市場活性化小委員会」で不動産市場活性化についてプレ
ゼン

4月14日
自由民主党「社会的事業に関する特命委員会／公益法人・NPO等特別委員会合
同 会議」で社会的事業の発展についてプレゼン

4月14日
消費者委員会「消費者契約法専門調査会」で消費者契約法改正案についてプレ
ゼン

4月26日 民進党「国土交通部会」で民泊新法に対する考え方についてプレゼン

5月9日
経済産業省・文部科学省「大学協議体と産業界の意見交換の開催に向けた準備
会合」で産学連携人材育成についてプレゼン

5月22日
経済産業省・文部科学省「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」で産学連
携人材育成についてプレゼン

5月30日 内閣官房「IT総合戦略本部」でデータ利活用戦略についてプレゼン

10月31日
経済産業省・文部科学省「大学協議体と産業界の意見交換の開催に向けた準備
会合」で産学連携人材育成についてプレゼン

11月16日 公明党「政策要望懇談会」で新経済連盟の政策要望についてプレゼン

12月7日 自由民主党「ＩＴ戦略特命委員会」で新経済連盟の政策要望についてプレゼン

12月22日 内閣官房「IT総合戦略本部」でデータ利活用戦略についてプレゼン

政策提言・パブリックコメント等

1月27日 「『働き方改革』に関する基本的な考え方」を発表

1月31日 「AI開発ガイドラインの策定に向けた論点」に対する意見を提出

2月2日 「米国の大統領令に関する緊急申し入れ」を発表

2月3日 「酒類の公正な取引の基準案」に対する意見を提出

2月13日 「不動産・新産業革命～名目ＧＤＰ600兆円に向けた成長戦略～」を発表

2月28日 「2020年大会を契機とした地域活性化の推進について」を発表

2月28日 「酒の安売り禁止規制に係る国税庁の基準案に対する意見」を提出
2月28日 「『観光立国推進基本計画の改定案』に対する意見」を提出
3月14日 「今回の改正銀行法案について」を発表
3月15日 「次期学習指導要領案に対する意見」を提出

3月21日
「『無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領』の改正等に対する意
見」を提出

3月24日 文科省NISTEPとの共同調査「第4次産業革命下における人材育成」を発表
4月14日 「日本における社会的事業の発展に向けて」を発表
4月14日 「消費者契約法改正案に対する考え方」を発表
4月18日 「データ利活用の推進等に当たっての緊急コメント」を発表
4月24日 「法人設立手続のワンストップ化・デジタル完結等に向けた提案」を発表
4月26日 「住宅宿泊事業法案（いわゆる民泊新法）に対する考え方」を発表

4月27日
「ベンチャー・フィランソロピーと社会的インパクト投資の促進に向けて」を
発表

5月9日
「先端クリエイティブ人材の育成に向けた産学連携による戦略的な枠組み構築
について」を発表

5月10日 「流通・取引慣行ガイドライン改正案に対する意見」を提出
5月12日 「デジタルファーストの実装に向けた提案」を提出
5月24日 「保育所等の設置・運営に関する提案」を発表
5月25日 「観光立国実現に向けた追加提案」を発表

5月30日
「日本のＩＴ戦略・データ利活用戦略について～インテリジェント・ハブ化構
想～」を発表

6月30日
「『独占禁止法研究会報告書』に示された事項に係る意見募集に対する意見」
を提出

7月10日 「有償ストックオプションの会計処理の提案に対する意見」を提出
8月25日 「ホームシェア（民泊）に関する要望書」を提出
9月4日 「『プログラミング教育推進自治体ネットワーク構想』について」を発表

9月15日
「『報告書における消費者契約法の改正に関する規定案』および消費者契約法
の見直しに関する意見」を提出

10月11日 「『民泊新法関連政省令案』に対する意見」を提出
10月16日 OECDにおける、デジタル化と税制上の課題に関する検討に対し、意見表明
10月17日 いわゆる内部留保課税に関するコメント

10月31日
「先端クリエイティブ人材の育成に向けた産業界の具体的貢献について」を発
表

11月16日 「新経済連盟政策要望（公明党）」を発表
11月22日 「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案への意見」を提出
11月29日 「産学連携による人材育成の推進について（要望）」を提出
12月4日 「国家戦略特区追加提案」を提出
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12月7日 「新経済連盟政策要望（自民党IT戦略特命委員会）」を発表

12月13日 「社会的起業促進のあり方について」を発表

12月22日
「日本のＩＴ戦略・データ利活用戦略～インテリジェント・ハブ化構想～」
を発表

この他、規制改革会議「規制改革ホットライン」に随時、規制改革提案を提
出（ホームシェア、ライドシェア、クラウドファンディング、行政手続きオ
ンライン化、不動産IT重説、医薬品販売、処方箋電子化、株主総会電子化、
リバースエンジニアリング、著作物権利制限、労働者派遣、自動運転、在留
資格、道路使用許可、遠隔教育、遠隔診療、狩猟免許、教員免許弾力化、デ
ジタル教科書、株式会社立学校、IFRS、スマート医療、保育所設置、公益法
人制度、企業版ふるさと納税など多数）

その他

2月13日
『地方創生２．０』「奄美市Xランサーズ：フリーランスが最も働きやすい
島化計画」を掲載

1月24日 洗足学園高校にて出張授業（講師：佐俣・コイニー代表取締役）

2月22日 朋優学院高校にて出張授業（講師：天沼・エアークローゼット代表取締役）

2月23日 文理開成高校にて出張授業（講師：上野・CA Tech Kids代表取締役）

5月2日
大谷中学校・高等学校にて出張授業（講師：須田・フリープラス代表取締
役）

5月9日
早稲田大学（大川ドリーム基金寄付講座）にて出張授業（講師：伊地知・
Creww代表取締役）

5月10日
武蔵野大学大学院言語文化研究科にて出張授業（講師：武内・楽天トラベル
シニアマネージャー）

5月16日
早稲田大学（大川ドリーム基金寄付講座）にて出張授業（講師：岩田・ロッ
クオン代表取締役）

6月13日
早稲田大学（大川ドリーム基金寄付講座）にて出張授業（講師：辻・マネー
フォワード代表取締役）

6月16日
『地方創生２．０』「北九州市 X マネーフォワード『クラウドが支える起業
マインドと真の経営』」を掲載

6月21日 東京都市大学等々力高校にて出張授業（講師：山下・リノべる代表取締役）

7月13日 板橋第三中学校にて出張授業（講師：松崎・きびだんご代表取締役）

8月8日
『地方創生２．０』「発酵 X クラウドファンディングで循環する資源・人・
地域」を掲載

11月8日
東京都市大学等々力高校にて出張授業（講師：後藤・日本マイクロソフト
CQO、森・freeeマネージャー）

12月5日
武蔵野大学「キャリアデザイン」にて出張授業（講師：片山・日本マイクロ
ソフト政策担当部長）

12月7日
早稲田大学（大川ドリーム基金寄付講座）にて出張授業（講師：藤田・サイ
バーエージェント代表取締役）

12月8日
武蔵野大学「キャリアデザイン」にて出張授業（講師：平本・東急電鉄総括部
長）

12月12日
武蔵野大学「キャリアデザイン」にて出張授業（講師：水野・クレディセゾン
常務取締役）

12月13日
武蔵野大学「キャリアデザイン」にて出張授業（講師：沼田・アサツーディ・
ケイ統括代理）
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第1号議案 第8期（自平成29年1月1日至平成29年12月31日）計算書類の内容の件

（単位:円）

科目 金額 科目 金額
（資産の部） （負債の部）

【流動資産】 60,899,115 【流動負債】 2,529,056
現金及び預金 60,506,181 預り金 510,156
前払費用 392,934 未払消費税等 2,018,900

【固定資産】 4,746,945
　有形固定資産 536,142
　　　建物付属設備 451,500
　　　工具器具備品 472,500

　　　　減価償却累計額 △387,858 負債の部合計 2,529,056

　無形固定資産 1,010,803 （正味財産の部）
　　　工業所有権（商標権） 1,010,803 【一般正味財産】 63,117,004
　投資その他の資産 3,200,000 　 一般正味財産 63,117,004
　　　敷金 3,200,000 (うち、当期正味財産増減額） (14,162,715)

資産の部合計 65,646,060 負債及び正味資産合計 65,646,060

貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年12月31日）　　　　　　　　　　　　一般社団法人新経済連盟
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（単位:円）

科目 金額
1．年会費収入 104,270,000
2．事業関連収入 160,644,631
3．雑収入 530,480
経常収入合計 265,445,111
1．事業関連費用 175,117,923
2．管理費

給料手当・賞与 31,709,634
法定福利費 4,883,590
福利厚生費 78,092
接待交際費 1,059,718
会議費 14,323,690
旅費交通費 2,431,877
通信費 2,441,267
消耗品費 1,622,387

水道光熱費 303,722

新聞図書費 139,243
支払手数料 202,837
地代家賃 9,600,000
リース料 12,600
租税公課 6,135,274
支払報酬料 764,774
減価償却費 354,234
雑費 31,534
法人税 70,000

経常費用合計 251,282,396
当期経常増減額 14,162,715

【一般正味財産増減の部】
　当期一般正味財産増減額 14,162,715
　前期繰越正味財産額 48,954,289
一般正味財産期末残高 63,117,004

正味財産増減計算書
　　　　　　　　　　　（自　平成29年 1月 1日　至　平成29年12月31日）　　一般社団法人新経済連盟
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第2号議案 理事7名選任の件

本定時総会終了時をもって、理事の任期が満了となりますため、下記の理事の選任をお願いしたいと存じます。
理事の候補者は次の通りでございます。

候補者番号 氏 名 現 職

1 三木谷 浩史 楽天株式会社 代表取締役会長兼社長 再任

2 藤田 晋 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 再任

3 井上 高志 株式会社LIFULL 代表取締役社長 再任

4 鉢嶺 登 株式会社オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO 再任

5 松田 憲幸 ソースネクスト株式会社 代表取締役社長 再任

6 由利 孝 テクマトリックス株式会社 代表取締役社長 再任

7 吉田 浩一郎 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長CEO 再任

第3号議案 監査役2名選任の件

本定時総会終了時をもって、監査役の任期が満了となりますため、下記の監査役の選任をお願いしたいと存じます。
監査役の候補者は次の通りでございます。

候補者番号 氏 名 現 職

1 石田 宏樹 フリービット株式会社 代表取締役会長/創業者 再任

2 高谷 康久 イー・ガーディアン株式会社 代表取締役社長 再任
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