
 
                平成 24 年４月 13 日 

各      位 
会 社 名 株  式  会  社  ジ パ ン グ  
代 表 者 名 代表取締役社長   松藤  民輔 

（ JASDAQ・ コ ー ド 2684）

問 合 せ先 執行役員管理本部長  亀田 学 
（ T E L： 0 3 - 5 4 6 8 - 3 6 9 0）

 

代表者である代表取締役及び北米子会社の代表取締役CEOの異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年４月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動につ

いて内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、代表者である代表取締役の異動は、本年６月 27 日に開催の定時株主総会及びその後の

取締役会において正式に決定する予定です。 

また、北米子会社Jipangu International Inc.の代表取締役CEOの異動を決議しましたので、

併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動（平成 24 年６月 27 日予定） 

新役職名 氏名 旧役職名 

代表取締役会長 松藤 民輔 代表取締役社長 

代表取締役社長 谷 藤吉郎 執行役員金鉱山事業本部付部長 

【異動の理由】 

 新任の代表取締役社長候補者の谷藤吉郎氏は、日本鉱業株式会社（現 JX ホールディングス株

式会社）ほかにて、鉱山事業に係る深い知見を備えた後、平成 18 年に当社へ入社し、以来、北

米での鉱山事業の成長へ向けた基礎作りを進め、安全で安定的、効率的な生産を実践してまいり

ました。 

 当社は、金鉱山専業会社としての成長を、北米事業の強化並びに新たな地域への拡大展開を含

め加速させると共に、内部統制とコンプライアンス強化を実装する段階を迎えたことから、社長

を交代し、新しい経営体制にて臨むこととしました。 

 

２．Jipangu International Inc.の代表取締役 CEO の異動（平成 24 年５月１日予定） 

新役職名 氏名 旧役職名 

取締役 谷 藤吉郎 代表取締役 CEO 

代表取締役 CEO 好村 和憲 取締役会長 

 
 

以上 

 

 



（ご参考） 

新任代表取締役の略歴 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 

所有する当社

株式の数 

谷
たに

 藤
とう

 吉
きち

 郎
ろう

 

（昭和 21年 10月 21日） 

昭和46年７月 日本鉱業株式会社入社 
昭和47年10月 日鉱探開株式会社出向 
昭和54年１月 豊羽鉱山株式会社出向 技師長 
昭和59年11月 日本鉱業株式会社本社 技師長 
昭和61年１月 同社カナダ事務所 技師長 

（カナダ・バンクーバー駐在） 
昭和62年９月 ニッポンマイニングオブネバダ社出向 

取締役副社長（米国・リノ駐在） 
平成２年10月 日鉱探開株式会社 常務取締役開発事業部長 
平成18年７月 株式会社ジパング入社 
平成19年１月 Jipangu International Inc. 取締役  
平成19年１月 Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任）  
平成19年１月 Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任）  
平成19年１月 Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任）  
平成19年１月 Jipangu Canada Inc. 取締役（現任）  
平成19年６月 株式会社ジパング 取締役  
平成20年１月 Jipangu International Inc. 代表取締役（現任） 
平成20年９月 株式会社ジパング（旧株式会社アスクリンク）取締

役 
平成22年１月 当社 取締役 
平成22年６月 当社 執行役員生産事業部長 
平成23年３月 当社 執行役員鉱山事業本部長 
平成23年５月 当社 執行役員金生産事業部長兼オセアニア開設

準備室長 
平成24年４月 当社 執行役員金鉱山事業本部付部長（現任） 

― 

 

 

Jipangu International Inc.新任代表取締役 CEO の略歴 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 

所有する当社

株式の数 

好村
よしむら

 和憲
かずのり

 

（昭和 48 年１月 29 日） 

平成８年４月 株式会社ジパング入社 
平成10年11月 同社 法務室長 
平成15年８月 同社 取締役 
平成16年10月 The Afrikander Lease Limited（現Uranium One Inc.）

取締役 
平成17年８月 Jipangu International Inc. 取締役  
平成17年11月 Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任）  
平成17年11月 Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任）  
平成17年11月 Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任）  
平成17年12月 Jipangu Canada Inc. 取締役（現任）  
平成19年３月 Jipangu International Inc. 代表取締役  
平成20年１月 同社 取締役会長（現任） 
平成20年９月 株式会社ジパング（旧株式会社アスクリンク）取締

役 
平成22年１月 当社 取締役 
平成22年６月 当社 執行役員事業推進室長 
平成23年３月 当社 執行役員戦略事業推進室長 
平成23年５月 当社 執行役員金鉱山事業本部長兼M&A事業推進部

長 
平成23年６月 当社 常務取締役兼執行役員金鉱山事業本部長兼

M&A事業推進部長（現任） 

200 株 

 


