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平成 20 年 6 月 24 日 

各      位 

   

会社名  株式会社アイビーダイワ 

代表者名 代表取締役社長 髙橋 正紀 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３５８７） 

問合わせ先 専務執行役員 経営管理担当責任者 豊島 慶子 

ＴＥＬ ０３－３２６４－１３７８（代） 

http://www.ibdaiwa.co.jp/ 
 

代表取締役の異動および役員等人事に関するお知らせ 

 平成 20 年 6 月 24 日開催の当社第 63 回定時株主総会において、6 名の取締役および 3 名の監査役が

選任され、同日開催した当社取締役会において、代表取締役の異動を伴う新人事に関する決議をいた

しましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 第 63 回定時株主総会にて選任された取締役および監査役 

氏名 新役職名 旧役職名 

髙橋 正紀 代表取締役社長 代表取締役社長 

山下 喜八郎 代表取締役副社長 取締役 

スティーヴン・フレミング 取締役副社長 （新任） 

ジョニー・チャン 取締役 代表取締役 

吉田 敏之 取締役 （新任） 

ロバート・アップルビー 取締役 （新任） 

荒木 洋光 常勤監査役 常勤監査役 

佐藤 和利 監査役 監査役 

古澤 徹 監査役 （新任） 

(注) 吉田敏之、ロバート･アップルビー、佐藤和利および古澤徹はいずれも社外役員であります。スティーヴン・

フレミングは、社外取締役の候補者でありましたが、当社取締役会において、業務執行を担当することとな

りました。 
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2. 第 63 回定時株主総会終結をもって退任した取締役 

氏名 旧役職名 退任事由 

ロバート・オーエン 取締役会長 

野田 耕助 取締役 

サイモン・フライ 取締役 

ロバート・ウィリアムズ 取締役 

（下記 4 参照） 

3. 執行役員人事 

氏名 役職名 担当 

髙橋 正紀 社長執行役員 最高経営責任者 

山下 喜八郎 副社長執行役員 財務経理担当責任者 

スティーヴン・フレミング 副社長執行役員 海外業務担当責任者 

豊島 慶子 専務執行役員 経営管理担当責任者 

(注)従来当社の執行役員であり、主に海外における資金調達等の職務を担っていたホセ・ボロメオ（旧役職名：

常務執行役員海外ファイナンス担当責任者）およびジョニー・チャン（旧役職名：執行役員営業担当責任者）

についてはいずれも、平成 20 年 6 月 23 日付で執行役員を辞任いたしました。また、以前当社の執行役員で

あった松野啓介氏は、平成 20 年 3 月 31 日付で当社を退職いたしました。ジョニー・チャンが担当していた

各業務につきましては、主に、スティーヴン・フレミングが引き継ぐこととし、ホセ・ボロメオが担当して

いた各業務につきましては、主に、山下喜八郎および豊島慶子が引き継ぐことといたしました。 

4. 代表取締役の異動および役員等新人事の概要および理由 

(1) 新任代表取締役の氏名および略歴 
  昭和 42 年４月 極東石油工業株式会社入社 

山
ヤマ

下
シタ

 喜
キ

八
ハチ

郎
ロウ

 昭和 58 年 10 月 三井石油開発株式会社出向 

(昭和 16 年８月 26 日)        (経理部部長代理) 
 平成元年４月 三井石油開発株式会社入社（財務部次長） 

  平成２年４月 Norske Moeco A/S 代表 

  平成４年８月 三井石油開発株式会社財務部長 

  平成８年６月 同社事業第一部長 

  平成 10 年６月 同社取締役事業第一部長 

  平成 11 年６月 同社取締役経理部長 

  平成 13 年６月 同社常務取締役 CFO 

  平成 15 年６月 同社専務取締役 CFO 

  平成 16 年６月 同社代表取締役専務取締役 CFO 

  平成 17 年６月 同社顧問 

 平成 17 年９月 当社副社長執行役員 CFO 

 平成 18 年６月 当社取締役 

 平成20年６月 当社代表取締役副社長（現在） 

(2) 就任年月日 平成 20 年 6 月 24 日 
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(3) 代表取締役の異動および役員等新人事の理由 

クロスビー・グループの主要なグループ会社数社の取締役であり、当社の代表取締役であったジョ

ニー・チャンについては、引き続き当社の取締役として留まるものの、代表権の付与については辞退

したいとの本人からの申し出がありました。これを受け、平成 20 年 6 月 24 日開催の当社取締役会に

おいて、当社の代表取締役については、髙橋正紀が引き続き当社の代表取締役社長の任務を遂行する

ほか、山下喜八郎（当社における旧役職名：取締役）が、新たに代表取締役副社長としての任務を遂

行することといたしました。 

新たに代表取締役副社長となる山下は、平成 17 年 9 月に髙橋が当社代表取締役社長に就任した同

時期に、財務経理担当の副社長執行役員として当社に入社して以来、石油・ガス上流事業会社におけ

る財務経理業務の長年の経験を活かし、当社における財務経理の責任者としての職務を全うしてまい

りました。当社入社以前は、三井石油開発株式会社の代表取締役専務取締役 CFO として、当時同社の

代表取締役副社長であった髙橋とともに業務を遂行しておりました。当社は今後、天然資源・エネル

ギー事業会社として一層発展すべく、この事業分野においていずれも長年の経験を有する髙橋と山下

の従来以上の協力体制のもと、取り組んでまいる所存であります。 

新たに当社の取締役に就任したロバート・アップルビーおよびスティーヴン・フレミングは、Asia 

Debt Management Hong Kong Limited（以下、「ADM Capital 社」）のそれぞれ取締役と従業員であり、今

後、主に海外における投資および企業再生等における経験および知識を当社の経営に活かしていただ

くこととなります。なお、当社は、平成 20 年 6 月 19 日付「新規融資契約の締結および特定子会社の

異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたように、子会社を通じ、ADM Capital 社が管理運

営する ADM Galleus Fund Limited との間で新規に融資契約を締結いたしました。当社は今後、ADM 

Capital 社との間で、さらなる資金調達および事業開発等の可能性につき、協議を行っていく所存であ

ります。 

また、今回新たに、吉田敏之を当社の取締役として迎え入れることとなりました。吉田は、米国ニ

ューヨーク州弁護士として、多数の天然資源・エネルギー関連事業に従事する企業に対し法的なアド

バイスを行っており、また、米国ニューヨーク州弁護士となる以前には、三井物産株式会社において、

主に、天然資源・エネルギー関連事業部門において事業開発を担当し、同じく同社出身である当社代

表取締役社長髙橋正紀、および、三井物産株式会社が主要株主となっていた Novus Petroleum Ltd.にお

いて当時代表者を務め、現在は当社子会社ロドール社の代表者であるロバート・ウィリアムズとも、

ともに業務を遂行した経験を有しています。当社は今後、同氏の米国ニューヨーク州弁護士としての

法的経験･知識はもちろんのこと、加えて、天然資源・エネルギー関連事業分野における深い経験・知

識・人脈等を活用して事業を遂行してまいりたい所存であります。 
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ロバート・オーエン氏（当社における旧役職名：取締役会長）、サイモン・フライ氏（当社におけ

る旧役職名：取締役）および野田耕助氏（当社における旧役職名：取締役）は、平成 20 年 6 月 23 日

付「（修正）「平成 20 年３月期 決算短信」の一部修正について」にてお知らせいたしましたように、

取締役留任については辞退したい旨の申し出があり、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の当社第 63 回定時

株主総会終結のときをもって当社の取締役を退任いたしました。 

ロバート・ウィリアムズ氏（当社における旧役職名：取締役）は、当社子会社ロドール社に、事業

の再建と収益確保いう重要な課題が残されていることから、同社の経営に専念するため、当社の取締

役を退任することといたしました。 

執行役員人事につきましては、スリム化した当社の管理体制を反映し人数を減員し、機動的に決定

を行える体制といたしました。 

 

以上 


