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平成 21 年 10 月 28 日 

各      位 

会 社 名  株式会社プライム 

代表者名 代表取締役社長  田端 一宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２６８４） 

問合せ先 取締役管理本部長 坂井 賢二 

電話 ０５２－３１０－０７１１ 

 

株式会社ジパングとの合併契約締結に関するお知らせ 

 

 当社は、平成21年10月28日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、株式会社ジパング（代表取締役社長、

松藤 民輔、本社：福岡県福岡市、グリーンシート・コード：２４５７、以下「ジパング」という。）を吸収合併消滅会

社として合併することを決議し、合併契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 本合併は、平成21年12月11日に開催予定の両社臨時株主総会の承認を条件に実施致します。また、同臨時株主総会決議

に基づき、平成22年１月１日付けで当社は商号を「株式会社ジパング・ホールディングス」に変更する予定であります。

なお、「プライム・ショッピング」のサービス･ブランドを掲げております通販事業につきましては、引続き継続して参

ります。 

なお、ジパングは、過去に実施した株式会社アスクリンク（以下「アスクリンク」という。）と旧株式会社ジパングと

の合併に伴い、取扱証券会社であるディー・ブレイン証券株式会社により、当該合併が不適当な合併等に該当するものと

判断されたため、グリーンシート銘柄において、平成20年１月24日より取引注意銘柄に指定されております。また、本合

併につきましても、ジャスダック証券取引所の定める株券上場廃止基準第２条第１項第８号（不適当な合併等）に該当す

るおそれがあり、当該基準に該当した場合、当社株式は株券上場廃止基準による猶予期間に入ることが見込まれ、今後も

上場を維持するためには株券上場廃止基準に定める期日までに株券上場審査基準に準じた審査を受ける必要がございま

す。 

 

記 

１．合併の目的 

我が国の消費者市場は、米国で発生したサブプライム問題に端を発した国際金融市場の混迷や、原油価格の高騰や

株価の低迷といった背景にて長期に渡り低迷を続けており、当社が属する通信販売事業及び小売事業におきましても

極めて厳しい環境となっております。こうした環境において当社は、自社企画商品の販売による収益力拡大を目指し

て参りましたが、大型ヒット商品の上市不足と最適メディアのアロケーションに遅れが生じたことに加え、当社子会

社の金融事業撤退に関わる特別損失の発生などから財務状況が著しく悪化し、早期の財務基盤強化が喫緊の課題とな

っておりました。当社は、課題解消へ向け「プライム・ショッピング」ブランドによる新しい電子小売業の事業モデ

ルへの転換を急ぎ、商品供給会社、映像制作会社、広告代理店など関係各社との連携を強めることに加え、既存の通

販事業を収益面で補完する新しい収益モデルとして位置付けた当社保有のテレビ事業を基にする新たなサービスや、

お客様へ商品をお届けする機能自体を商品化したサービスの展開を本年８月より開始して参りました。 

然しながら、国内の消費者市場が反転するには更に時間を要すると想像され、既存の通販事業のみによる収益好転

と、これによる財務基盤強化には更に多くの不安定要素が存在すると認識するに至り、将来の成長と相乗が期待され

る新しい事業の創造と獲得の検討を進めておりました。新しい電子小売業の事業モデルへの転換を国内に限らず、海

外での展開を含め加速、推進することに加え、当社収益基盤の早期安定化を実現する最適の手段としまして、既存の

通販事業とは異なった市場、異なった収益モデルを有する事業の獲得を意図し、今回の取り組みを実施することとな

りました。 
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他方ジパングは、米国ネバダ州に在るフロリダ・キャニオン鉱山及びスタンダード鉱山において金探鉱事業ならび

に金生産事業を中心に展開しております。同社は金融市場の混乱を商機と捉え、Ｍ＆Ａの好機が訪れている認識のも

と、更なる事業の拡大を目指し海外での生産金山の買収を積極的に検討しており、昨今の金価格の安定逓増を背景に

大きな飛躍を目指しております。また、同社は、平成 20 年 10 月に、金生産事業を主体とする旧株式会社ジパングと、

広報業務、ＰＲ業務、ＩＲ業務及びリラクゼーション事業を主体とするアスクリンクと、アスクリンクを存続会社と

する吸収合併を行っております（注）。この吸収合併により、金生産ビジネスの拡大を目的とした、資金調達力を強化

するための広報業務及びＩＲ業務の拡充を行い、且つ、業績不振に陥っておりましたリラクゼーション事業の縮小と、

長年にわたり各方面より高い評価を受けておりました広報業務、ＰＲ業務、ＩＲ業務のてこ入れを行っております。

しかしながら、今後の事業の急拡大を見据えますと、人材の不足が顕在化しており、事業を運営・執行する体制の強

化が喫緊の課題となっておりました。同時に前述のＭ＆Ａに要する資金調達の手段拡大による経営基盤強化を長期に

亘り検討を重ねておりました。 

今回の合併は、当社としては債務超過の早期解消と財務基盤の強化に直接的に寄与し、新しい電子小売業の事業モ

デル構築をより確実に進めることが可能となります。また、合併に伴い、今後成長が見込まれる金生産事業に進出す

ることが可能となります。これは、当社の収益基盤を、景気の波を受けやすい従来の小売業だけに頼るのではなく、

新たなビジネスとして金生産事業の上にも構築するものです。金の持つ価値の普遍性や金地金の供給不足等に鑑みま

すと、将来の価格は堅調に推移するとする向きが大勢であります。金市場価格の変動リスク他に関しましてはこれを

正確に予見することは困難ですが、ジパングの主要ビジネスである金生産事業においては海外の連結子会社である金

生産会社が安定的な収益を計上しつつあることから、今後、管理する体制を更に高度化し、採掘コストと価格変動に

よる収益の変動に対する受容能力を拡大させることによって、将来に亘りより一層の収益の安定化と成長が可能とな

る見込みです。また、ジパングとしては、事業の拡大と前述の体制の高度化を進める上での人材不足を上場会社に求

めることが出来、また当社の有するメディア等を通じた表現力を利用して、金生産事業に対する投資家並びに一般の

理解を今後更に深めることが可能となります。これによって、有望な海外金鉱山会社の買収を早期かつ確実に行うこ

とが可能となります。よって、両社が合併することが双方課題の解消と、企業価値の最大化及び株主価値の拡大へ繋

がる方策であると認識し、合意に至りました。 

 

注： ジパングは、現在グリーンシート銘柄に登録されておりますが、アスクリンクと旧株式会社ジパングとの合

併に先立ち、平成20年１月23日にアスクリンクが旧株式会社ジパングを完全子会社とする吸収合併を行うこと

に基本合意した旨を開示いたしました。 

ジャスダック証券取引所では、株券上場廃止基準第２条第１項第８号及び同取扱１．（８）において、上場

会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして同取引所が定める行為（以下「吸収合併等」という。）

を行い、当該上場会社が実質的な存続会社でないと同取引所が認めた場合において、当該吸収合併等が不適当

な合併等に該当するものとして、上場会社が吸収合併等の効力発生日の属する事業年度の末日から３か年を経

過する日までの間に株券上場審査基準に準じた審査を行い、株式の上場を継続するか否かを判断する旨定めて

おります。なお、他の金融商品取引所の取扱いも同様です。グリーンシート銘柄を取り扱う日本証券業協会で

は、グリーンシート銘柄の発行会社が吸収合併等を行った場合、上記金融商品取引所の規定に相当する規則を

定めておりませんが、取扱証券会社であるディー・ブレイン証券株式会社では、投資家保護の観点から、同社

が取扱うグリーンシート銘柄の発行会社について、実質的な存続会社ではないと金融商品取引所が認めた場合

に相当する吸収合併等を行った場合、金融商品取引所の取扱いに準じて再審査を行う方針を決定しております。

同社は、この方針に基づき、吸収合併等の効力発生日の属する事業年度の末日から３か年を経過する日までの

間に再審査を行い、同社株式の取扱いを継続するか否かを判断する決定を下しております。 

ディー・ブレイン証券株式会社は、アスクリンクと旧株式会社ジパングとの合併が、不適当な合併等に該当

するものとして、ディー・ブレイン証券株式会社の定めるグリーンシート取引約款第16条第６号に基づき、平

成20 年１月24 日よりジパング株式を取引注意銘柄に指定しております。 
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２．当該合併の要旨 

（１）当該合併の日程 

合併契約承認取締役会 平成 21 年 10 月 28 日（水） 

合併契約締結 平成 21 年 10 月 28 日（水） 

合併承認臨時株主総会基準日設定公告 平成 21 年 10 月 29 日（木）（予定） 

合併承認臨時株主総会基準日 平成 21 年 11 月 13 日（金）（予定） 

合併承認臨時株主総会（株式会社プライム） 平成 21 年 12 月 11 日（金）（予定） 

合併承認臨時株主総会（株式会社ジパング） 平成 21 年 12 月 11 日（金）（予定） 

合併期日（効力発生日） 平成 22 年 １月 １日（金）（予定） 

なお、今後合併手続を進める中で合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合には、両社協議の上、日

程、手続き、条件等を変更する場合があります。 

 

（２）合併の方式 

株式会社プライムを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジパングは解散いたします。 

 

（３）合併比率 

         

会社名 
株式会社プライム 

（吸収合併存続会社） 

株式会社ジパング 

（吸収合併消滅会社） 

合併比率 １ １ 

（注）１．株式の割当て 

株式会社ジパングの普通株式１株に対し、株式分割後の株式会社プライムの普通株式１株を割当て交

付致します。ただし、株式会社ジパングが保有する自己株式25,244株については、合併による株式の

割当ては行いません。 

２．合併により交付する新株式等 

  交付する普通株式    未確定 

なお、当社の所有する自己株式についてはジパングの株式に対して割当てを行いません。また、交付

する普通株式については平成 21 年 10 月 28 日現在の発行済株式数を基に算出致しますと、4,484,245

株となります。 

 

（４）株式会社ジパング（消滅会社）の新株予約権に関する取扱い 

   ジパングは新株予約権を発行しておりますが、当該新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当

社の新株予約権を交付いたしませんので、該当事項はありません。 

   なお、ジパングが発行している新株予約権は、臨時株主総会において本吸収合併にかかる契約が承認可決されるこ

とを条件として、本吸収合併の効力発生日までにジパングが全てを取得した上で消却する予定です。 
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３．合併に係る割当ての内容の算定根拠等 

（１）算定の基礎及び経緯 

当社及びジパングは、本吸収合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、両社か

ら独立した第三者算定機関に合併比率の分析を依頼することとし、当社は三嶋良英事務所（以下、「三嶋事務所」と

いいます。）を、ジパングは乗田公認会計士事務所（以下、「乗田事務所」といいます。）を、それぞれ第三者算定機

関に選定いたしました。なお、下記合併比率の算出にかかるレンジについては当社の株式分割前の発行済株式数を基

に算出しております。 

三嶋事務所は、当社については市場株価法、ジパングについては取引事例法を採用して算定を行いましたところ、

当社の１株あたりの株式価値を１とした場合の、その算定結果の概要は以下のとおりです。 

合併比率の評価レンジ 
 

当社 ジパング 

市場株価法：取引事例法 １ 0.34～0.53 

三嶋事務所は合併比率の分析に際して、両社がそれぞれ一般に公表された情報及び両社からそれぞれ提供を受けた

情報を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等がすべて正確かつ完全なものであることを前提

としており、それらの正確性及び完全性の検証を独自に行っておりません。また、両社とその関係会社の資産及び負

債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び各負債の分析並びに評価を含め、独自に評価、鑑定または

査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。両社の財務予測については、両者の

経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

乗田事務所は、当社については市場株価法、ジパングについては市場株価法及び上場株価比較法の折衷法を採用し

て算定を行いましたところ、当社の１株当たりの株式価値を１とした場合の、その算定結果の概要は以下のとおりで

す。 

合併比率の評価レンジ 
 

当社 ジパング 

取引事例法：市場株価法及び上場株価比較法の折衷法 １ 0.453～0.554 

乗田事務所は合併比率の分析に際して、両社がそれぞれ一般に公表された情報及び両社からそれぞれ提供を受けた

情報を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等がすべて正確かつ完全なものであることを前提

としており、それらの正確性及び完全性の検証を独自に行っておりません。また、両社とその関係会社の資産及び負

債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び各負債の分析並びに評価を含め、独自に評価、鑑定または

査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。両社の財務予測については、両者の

経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

なお、これらの第三者算定機関による合併比率の分析結果は、本吸収合併における合併比率の公正性について意見

を表明するものではありません。 

以上を踏まえ、当社は三嶋事務所による合併比率の分析結果を参考に、ジパングは乗田事務所による合併比率の分

析結果を参考に、それぞれ両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で合併比

率について慎重に協議を重ねました。 

その結果、当社が平成 21 年 10 月 28 日に開示しております「株式の分割に関するお知らせ」に記載のとおり、当

社株式を１株につき２株の割合をもって分割することとしたうえで、最終的に上記合併比率が妥当であるとの判断に

至り、合意いたしました。 

 

（２）算定機関との関係 

三嶋事務所及び乗田事務所は、当社またはジパングの関連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重要な

利害関係を有しません。 
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４．合併当事会社の概要 

  吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１）商 号 株式会社プライム 株式会社ジパング 

（２）所 在 地 名古屋市中区錦一丁目５番 13 号 福岡市中央区天神五丁目 10 番 11 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田端 一宏 代表取締役社長 松藤 民輔 

（４）事 業 内 容

通信販売業務 

放送時間の販売 

放送番組の企画、制作及び販売 

広告代理店業 

家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服

飾雑貨、日用品雑貨、宝石、貴金属、バ

ッグ、皮革製品、アクセサリー用品、食

品、健康器具の輸出入及び販売 

放送法による放送事業 

電気通信事業法に基づく第二種電気通信

事業 

市場調査、経営コンサルタント業務 

情報提供サービス業 

損害保険代理業及び生命保険の募集に関

する業務 

上記各号に附帯関連する一切の業務 

金精鉱の生産、金の精錬 

金属鉱業、土石採取業 

鉱物資源の開発及びこれに関する調査、

研究、設備設計、技術指導、施工、監理

情報提供サービス業 

ＩＲ／ＰＲ／ＳＰ企画制作事業 

リラクゼーション環境のプロデュース・

設計開発事業 

ボディケア利楽園の運営・経営 

前各号に附帯する一切の業務 

 

（５）資 本 金 1,284,721千円（平成21年９月30日現在） 1,310,097千円（平成21年９月30日現在）

（６）設 立 年 月 日 平成７年７月 12 日 平成 16 年３月９日 

（７）発 行 済 株 式 数 81,615 株（平成 21 年９月 30 日現在） 4,509,489 株（平成 21 年９月 30 日現在）

（８）決 算 期 ６月 30 日 ３月 31 日 

（９）従 業 員 数 （単体）39 名（平成 21 年６月 30 日現在） （連結）179 名（平成 21 年３月 31 日現在）

（10）主 要 取 引 先

(株)ベスト電器 

伊藤忠商事(株) 

イオンリテール(株) その他 

Auramet Trading Inc. 

 

 

（11）主 要 取 引 銀 行
株式会社みずほ銀行 

株式会社十六銀行 

USBANK NA 

 

（12）大株主及び持株比率

田端 一宏 29.34％

株式会社ベスト電器 14.99％

伊藤忠商事株式会社 14.96％

（平成 21 年６月 30 日現在） 

ブルパレスコーポレーショ

ン株式会社 
58.39％

松藤 民輔 9.97％

アムラッシュインベストメ

ント株式会社 
1.06％

（平成 21 年９月 30 日現在） 

資 本 関 係 該当事項はありません 

人 的 関 係 該当事項はありません 

取 引 関 係 該当事項はありません 
（13）当 事 会 社 間 の 関 係

関連当事者への該当状況 該当事項はありません 

（注）特段の注記がない場合には、平成 21 年 10 月 28 日現在にて記載しております。 
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（14）最近３年間の経営成績及び財政状態                            （単位：千円） 

株式会社プライム（存続会社） 

（連結） 

株式会社ジパング（消滅会社） 

（連結） 

 

19 年６月期 20 年６月期 21 年６月期 19 年３月期

（注） 

20 年３月期 

（注） 

21 年３月期

連 結 純 資 産 2,742,056 1,992,252 △807,097 △106,028 △448,446 3,508,290

連 結 総 資 産 4,154,568 4,217,140 1,449,817 342,692 230,358 6,803,444

１株当たり連結純資産（円） 49,339.85 28,457.85 △13,215.67 △5,665.41 △4,712.01 797.26

連 結 売 上 高 10,562,527 7,968,863 6,911,075 1,006,195 340,513 4,972,596

連 結 営 業 利 益 350,853 △1,169,191 △1,785,079 △179,173 △394,034 △1,363,837

連 結 経 常 利 益 627,397 △1,226,602 △1,824,379 △185,107 △429,080 △1,386,605

連 結 当 期 純 利 益 595,120 △1,220,993 △2,847,192 △273,573 △752,675 3,667,188

１株当たり連結当期純利益（円） 12,187.25 △20,044.50 △42,386.60 △17,119.72 △28.480.23 1,650.45

１株当たり配当金（円） 2,000 － － － － －

（注） 株式会社ジパングは平成 20 年 10 月１日を効力発生日として、株式会社アスクリンクを吸収合併存続会社とし、

旧株式会社ジパングを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っており、同日に商号を株式会社ジパングに変更し

ております。よって、上記の同社の 19 年３月期及び 20 年３月期の業績については、株式会社アスクリンクの単

体業績となります。なお、旧株式会社ジパングの最近３年間の経営成績及び財政状態は以下をご参照ください。 

   （参考情報） 

    旧株式会社ジパングの最近３年間の経営成績及び財政状態 

旧株式会社ジパング（合併前） 

（連結） 

 

19 年３月期 20 年３月期 20 年９月期

（中間期）

連 結 純 資 産 3,158,673 2,022,521 2,317,593

連 結 総 資 産 19,145,285 14,991,452 8,666,725

１株当たり連結純資産（円） 2,917.90 1,868.35 2,140.93

連 結 売 上 高 4,680,176 3,864,927 2,524,397

連 結 営 業 利 益 △129,979 △384,138 △46,765

連 結 経 常 利 益 △450,653 △923,070 △556,306

連 結 当 期 純 利 益 △1,361,913 581,028 3,634,321

１株当たり連結当期純利益（円） △1,258.10 536.74 3,357.29

１株当たり配当金（円） － － －
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５．合併後の状況 

（１）商 号 株式会社ジパング・ホールディングス 

（２）所 在 地 名古屋市中区錦一丁目５番 13 号 

（３）代表者の役職・氏名
代表取締役会長 松藤 民輔 

代表取締役社長 田端 一宏 

（４）事 業 内 容

通信販売業務 

放送時間の販売 

放送番組の企画、制作及び販売 

広告代理店業 

家庭用電気製品、家具、家庭用雑貨、服飾雑貨、日用品雑貨、宝石、貴金属、バッグ、

皮革製品、アクセサリー用品、食品、健康器具の輸出入及び販売 

放送法による放送事業 

電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業 

市場調査、経営コンサルタント業務 

情報提供サービス業 

損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

金精鉱の生産、金の精錬 

金属鉱業、土石採取業 

鉱物資源の開発及びこれに関する調査、研究、設備設計、技術指導、 施工、監理 

ＩＲ／ＰＲ／ＳＰ企画制作事業 

リラクゼーション環境のプロデュース・設計開発事業 

ボディケア利楽園の運営・経営 

前各号に附帯する一切の業務 

（５）資 本 金 1,284,721 千円（合併による資本金の増加は予定しておりません） 

（６）決 算 期 ３月 31 日 

（７）純 資 産 2,388,125 千円（連結） 

（８）総 資 産 5,657,672 千円（連結） 

（９）株 主 構 成

ブルパレスコーポレーション株式会社 

松藤 民輔 

アムラッシュインベストメント株式会社 

田端 一宏 

株式会社ベスト電器 

伊藤忠商事株式会社 

56.66％

9.68％

1.03％

1.02％

0.43％

0.43％

（注）１．（７）純資産及び（８）総資産については、存続会社の平成 21 年６月末日、消滅会社の平成 21 年３月末日の

実績を単純合算したものであります。 

      ２．（９）株主構成については当社は平成 21 年６月 30 日現在、ジパングは平成 21 年９月 30 日現在の株主名簿よ

り算出しており、合併基準日に確定する予定であります。 

 

６．会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「企業結合会計及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 最終改正平成 19 年 11 月 15 日公表分）を適用し、当社を被取得

企業とするパーチェス法によることとしております。 

 なお、当該時価評価に伴う「のれん」につきましては、その発生見込み、発生した場合における金額及び償却年数等、

現時点において確定しておりませんので、確定次第お知らせいたします。 

 

７．今後の見通し 

 合併後の事業見通し等につきましては、被合併会社は当社と売上が近似であり、取引先も重複していないことから業

績に与える影響は大きいものと考えております。具体的な影響については、今後合併準備委員会を組成し、合併後の業

績見通し並びに将来へ渡る中長期の事業計画を策定して参ることと致しており、決定次第お知らせ致します。 
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８．商号変更について 

 （１）新商号 株式会社ジパング・ホールディングス 

（英文表記：Jipangu Holdings Inc.） 

 （２）変更日     平成 22 年１月１日 

 （３）変更の理由   当社を吸収合併存続会社、株式会社ジパングを吸収合併消滅会社として合併することに伴い、

今後の事業の多角化ならびに株式会社ジパングの持つ優良な財務基盤をもって国内外におけ

る通信販売事業並びに株式会社ジパングの主たる事業である金生産事業の強化を進めて参り

ます。当社は本年９月 25 日に開催致しました定時株主総会におきまして、「Re-Birth（再誕）」

と名付けた３ヵ年事業計画を発表し、海外展開を進める旨他を発表しておりますが、新たに海

外市場への事業展開を進めるに際し、「ジパング」と言う言葉から連想される日本という概念

の共有と、「プライム・ショッピング」のサービスブランドの拡大と成長こそが重要であると

認識し、当該吸収合併の効力発生日であります平成 22 年１月１日をもって、当社の商号を上

記のとおりに変更するものであります。 

なお、「プライム・ショッピング」のサービスブランドについては、引き続き継続して参り

ます。 

 

９．役員構成 

当社の取締役は現在常勤取締役５名が就任しており、新たに７名の取締役を取締役候補者といたす予定です。

７名の取締役候補者のうち５名につきましては平成 21 年 10 月 28 日発表の「株式会社ジパングとの合併契約締結

に関するお知らせ」に記載の吸収合併消滅会社であるジパングの取締役であり、取締役候補者五味 廣文氏は、

ジパングの社外取締役であり、当社の社外取締役の候補者となっております。また、取締役候補者千原 宏典氏

は、特に合併後の当社の新事業であります金生産事業の更なる発展を期するため、社外取締役の候補者と致しま

した。 

 

また、当社の監査役は現在３名が就任しており、新たに２名を監査役候補者といたす予定です。 
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【参考】新任取締役の略歴 
 

候補者 
番 号 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 

当社株式の数 

１ 
松藤 民輔 

（昭和 30 年４月 22 日） 

昭和55年４月 

昭和57年２月 

昭和61年５月 

平成２年11月 

 

平成５年４月 

平成７年６月 

平成８年７月 

 

平成11年１月 

 

平成17年３月 

平成17年８月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年12月 

平成18年３月 

平成18年11月 

平成18年11月 

平成18年11月 

平成19年３月 

平成20年２月 

 

平成20年10月 

 

日興證券株式会社入社 

メリルリンチ証券入社 

ソロモンブラザース・アジア証券入社 

ブルパレスコーポレーション株式会社設立 

代表取締役（現任） 

株式会社牛之宮設立 代表取締役（現任） 

株式会社ジパング 代表取締役 

株式会社中国東方医学（現株式会社ジパングエナジー）

設立 代表取締役（現任） 

株式会社ジェイタヒボ倶楽部（現株式会社１０才サプ

リ）設立 代表取締役 

株式会社Ｚ・Ｅ・Ｔ 取締役 

Jipangu International Inc.設立 代表取締役 

Florida Canyon Mining, Inc. 代表取締役 

Standard Gold Mining, Inc. 代表取締役 

Jipangu Exploration, Inc. 代表取締役 

Jipangu Canada Inc. 代表取締役（現任） 

株式会社10才サプリ 取締役（現任） 

Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任） 

Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu International Inc. 取締役（現任） 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 

代表取締役会長 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 

代表取締役社長（現任） 

―

２ 
亀田 学 

（昭和 41 年８月 31 日） 

平成元年４月 

平成10年10月 

 

平成11年４月 

平成11年４月 

平成12年８月 

平成15年５月 

平成17年３月 

平成17年８月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年12月 

平成18年１月 

平成18年３月 

平成20年２月 

株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 

株式会社中国東方医学（現株式会社ジパングエナジー）

入社 

同社取締役 

株式会社牛之宮 取締役（現任） 

株式会社ジパング 取締役 

J-Pacific Gold Inc.取締役 

株式会社Ｚ・Ｅ・Ｔ 取締役 

Jipangu International Inc. 取締役（現任） 

Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任） 

Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Canada Inc.取締役（現任）  

メディカルサポート株式会社 監査役 

株式会社10才サプリ 代表取締役（現任） 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 取締

役（現任） 

―
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候補者 
番 号 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 

当社株式の数 

３ 
好 村 和 憲 

（昭和 48 年１月 29 日） 

平成８年４月 

平成15年８月 

平成16年10月 

平成16年10月 

 

平成17年３月 

平成17年８月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年12月 

平成19年３月 

平成20年１月 

平成20年９月 

株式会社ジパング 入社 

株式会社ジパング 取締役 

株式会社ジパングエナジー 取締役 

The Afrikander Lease Limited（現Aflease Gold Ltd.）

取締役 

株式会社Ｚ・Ｅ・Ｔ 監査役 

Jipangu International Inc. 取締役 

Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任） 

Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Canada Inc. 取締役（現任）  

Jipangu International Inc. 代表取締役 

Jipangu International Inc. 取締役（現任） 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 

取締役（現任） 

―

４ 
谷 藤 吉 郎 

（昭和 21 年 10 月 21 日） 

昭和46年７月 

昭和47年10月 

昭和54年１月 

昭和59年11月 

昭和61年１月 

 

昭和62年９月 

 

平成２年10月 

 

平成18年７月 

平成19年１月 

平成19年１月 

平成19年１月 

平成19年１月 

平成19年１月 

平成19年６月 

平成20年１月 

平成20年９月 

 

日本鉱業株式会社 入社 

日鉱探開株式会社 出向 

豊羽鉱山株式会社 出向 技師長 

日本鉱業株式会社 本社 技師長 

同社 カナダ事務所 技師長（カナダ・バンクーバー

駐在） 

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） 

日鉱探開株式会社 常務取締役 

開発事業部長 

株式会社ジパング 入社 

Jipangu International Inc. 取締役 

Florida Canyon Mining, Inc. 取締役（現任） 

Standard Gold Mining, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Exploration, Inc. 取締役（現任） 

Jipangu Canada Inc. 取締役（現任）  

株式会社ジパング 取締役 

Jipangu International Inc. 代表取締役（現任） 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 取締

役（現任） 

―

５ 
周 藤 和 雄 

（昭和 11 年 12 月 23 日） 

昭和34年４月 

昭和42年６月 

昭和59年３月 

昭和63年３月 

平成４年３月 

平成11年４月 

平成13年６月 

平成15年５月 

平成16年10月 

平成17年８月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年11月 

平成17年12月 

平成20年６月 

平成20年９月 

日本鉱業株式会社 入社 

同社 カナダ事務所 技術主任 

同社 フィリピン事務所 所長 

深海資源開発株式会社 出向 資源調査部長 

財団法人国際鉱物資源開発協力協会 出向 

株式会社ジパング 取締役 

J-Pacific Gold Inc.取締役 

Cambior Inc.（現IAMGOLD Corporation）取締役 

株式会社ジパングエナジー 監査役 

Jipangu International Inc. 取締役 

Florida Canyon Mining, Inc. 取締役 

Standard Gold Mining, Inc. 取締役 

Jipangu Exploration, Inc. 取締役 

Jipangu Canada Inc. 取締役  

株式会社ジパング 監査役 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 監査

役（現任） 

― 
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候補者 
番 号 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 

当社株式の数 

６ 
五 味 廣 文 

（昭和 24 年５月 13 日） 

昭和47年４月 

平成５年７月 

平成６年７月 

平成８年７月 

平成10年６月 

平成12年７月 

平成13年７月 

平成14年７月 

平成16年７月 

平成19年10月 

平成20年１月 

平成20年６月 

平成20年９月 

 

平成21年10月 

 

大蔵省（現財務省）入省 

同省 主計局主計官 

同省 銀行局特別金融課長 

同省 銀行局調査課長 

金融監督庁 検査部長 

金融庁 証券取引等監視委員会事務局長 

同庁 検査局長 

同庁 監督局長 

同庁 長官 

西村あさひ法律事務所 顧問（現任） 

株式会社ジパング 顧問 

株式会社ジパング 取締役 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 取締

役（現任） 

株式会社プライスウォーターハウスクーパーズ総合研

究所理事長（現任） 

― 

７ 
千原 宏典 

（昭和 20 年 12 月 30 日） 

昭和43年４月 

平成２年６月 

平成４年６月 

平成６年６月 

平成９年６月 

平成11年６月 

平成12年６月 

平成15年６月 

平成16年６月 

平成18年６月 

平成20年６月 

平成21年７月 

住友金属鉱山株式会社 入社 

同社 原料部長 

同社 社長室長 

同社 経営企画部長 

同社 取締役 金属事業本部副本部長 

同社 取締役 金属事業本部本部長 

同社 常務取締役 

同社 専務取締役 

同社 取締役 専務執行役員 

同社 常任監査役 

同社 常勤顧問 

社団法人 日本メタル研究所 客員研究員（現任） 

― 

 

【参考】新任監査役の略歴 

候補者 

番 号 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位および重要な兼職の状況 

所有する 

当社株式の数 

１ 
奥 村 眞 吾 

（昭和 22 年 11 月 28 日） 

昭和47年５月 

昭和50年５月 

平成10年12月 

平成20年９月 

株式会社奥村企画事務所 設立 代表取締役（現任） 

奥村税務会計事務所 設立 所長（現任） 

株式会社ジパング 監査役 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 

監査役（現任） 

― 

２ 
小 泉 鐵 男 

（昭和 21 年 10 月 19 日） 

昭和55年８月 

昭和56年４月 

平成２年10月 

平成６年６月 

平成16年６月 

平成20年９月 

 

小泉会計事務所設立 所長（現任） 

日本マクドナルド株式会社 入社 

大東建託株式会社 入社 

同社 取締役 

株式会社ジパング 監査役 

株式会社アスクリンク（現株式会社ジパング） 

監査役（現任） 

― 

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 

詳細につきましては平成 21 年 10 月 28 日開示の「取締役及び監査役の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

以  上 


