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伍稜総建役員逮捕と⽵下公男司法書⼠

報道によれば、伍稜総建役員⼆名、司法書⼠⼀名他⼀名が逮捕されたという。
容疑は、「私⽂書偽造」「同⾏使」「原本不実記載」である。
逮捕された役員⼀名は公認会計⼠、司法書⼠は⽵下公男司法書⼠（（社）東京公共嘱
託登記
司法書⼠協会

副理事⻑、、元らしい）であった。

この事件は新橋4丁⽬登記詐欺で名前が出ている塩⽥司法書⼠が、⾹川で逮捕された
事件に
似ている。
以下の記事参照
【産経の記事（2016.11.2 14:48）
採⽯権を勝⼿に移転、暴⼒団に利益︖ 建設会社代取ら４⼈逮捕・警視庁
砂利などの採⽯権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策３課は２⽇、有印私⽂書変造・同⾏使と電磁的公正証書原本不実
記録・
同供⽤の疑いで、建設会社「伍稜総建」（福岡市）代表取締役、
菊地範洋容疑者（５１）＝住所不詳＝と同、堀友嗣容疑者（４０）＝東京都港区六本
⽊＝ら男４⼈
を逮捕した。組対３課によると、いずれも容疑を否認している。
組対３課は、堀容疑者らが採⽯権を利⽤して暴⼒団関係者に利益を流そうとした可
能性も
あるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬⼾市の建設会社から採⽯権購⼊の交渉をし
たが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪⽤したという。
逮捕容疑は１⽉、瀬⼾市の建設会社名義の委任状を変造し、
建設会社が三重県紀北町の⼟地に設定していた採⽯権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。】

この登記事項にあるように本店福岡早良区、⽀店が墨⽥区千歳にある。
墨⽥区のビルは「サハダイアモンド」ビルとして知られており、
同時に伍稜総建は浜松町秋間ビル7階に内⽥マイク関係会社とともに⼊居していた。
採⽯権移転登記は、前提に採⽯権があるということである。
（あたりまえですが）
移転登記後、元権利者から、処分禁⽌の仮処分が掛けられている。
こうなると登記の前提である実態があるかということになる。
てなわけで、司法書⼠以下の逮捕となりました。
逮捕されたもの等は容疑を否認して不起訴になったようです。
流れ的に結果はともあれ塩⽥書⼠⾹川事件に似ている。
四⾕から⽔⾕建設物件の登記を⼊れに⾏く司法書⼠。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1003825/3825/383/1472
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