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平成 25 年 3 月 22 日 

各  位 

会 社 名 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

代 表 者 代表取締役社長 髙木 繁雄 

本 社 所 在 地 富山市堤町通り一丁目 2番 26 号 

（コード番号 8377 東証第一部、札証） 

問 合 せ 先 企画グループ長 北川 博邦 

 （TEL. 076-423-7331） 

 

 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日（平成 25 年 3 月 22 日）開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び

役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件につきましては、平成 25 年 6 月開催予定の第 10 期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される予定です。 

記 

1. 異動の理由 

  新中期経営計画（平成 25～27 年度）のスタートを期して経営刷新を図り、経営陣の若返りを 

 図ります。 

 

２．新旧代表取締役の氏名及び役職名 

 （１）代表取締役の異動 

    代表取締役社長   庵  栄伸 （現 取締役） 
 

なお、代表取締役副社長 堰八義博は代表取締役会長に就任予定です。 
 

 （２）退任予定代表取締役 

    髙木 繁雄  （現 代表取締役社長） 

３．その他の役員の異動 

 （１）新任取締役候補 

    取締役  麦野 英順  （現 北陸銀行取締役常務執行役員） 

    取締役  中野 隆   （現 北陸銀行取締役常務執行役員） 

    取締役  森田 勉   （現 北陸銀行常務執行役員） 

    取締役  二階堂裕隆  （現 北海道銀行執行役員東京支店長） 

 （２）退任予定取締役 

    川合 哲   （現 取締役） 

    岩﨑 民憲  （現 取締役） 

    木谷 哲也  （現 取締役） 
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４．株式会社北陸銀行の役員異動 

 （１）昇任予定取締役 

代表取締役会長    麦野 英順  （現 北陸銀行取締役常務執行役員） 

 （２）新任取締役候補 

    代表取締役頭取    庵  栄伸  （現 北陸銀行常務執行役員） 

    取締役専務執行役員  三ッ塚哲二  （現 北陸銀行専務執行役員） 

    取締役常務執行役員  森田 勉   （現 北陸銀行常務執行役員） 

    取締役（非常勤）   二階堂裕隆  （現 北海道銀行執行役員東京支店長） 

 （３）退任予定取締役 

    髙木 繁雄 （現 代表取締役頭取：退任後、北陸銀行特別顧問に就任予定） 

    川合 哲  （現 代表取締役副頭取：退任後、堤商事株式会社取締役会長に就任予定） 

    岩﨑 民憲 （現 取締役専務執行役員：退任後、北陸保証サービス株式会社取締役会

長に就任予定） 

    木谷 哲也 （現 取締役(非常勤)） 

 

５．異動予定日 

  平成２５年６月下旬 

 

 

  なお、北海道銀行はじめその他の役員異動につきましては、平成２４年度決算発表時に 

お知らせする予定です。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合せ先  株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

総務グループ （北陸銀行秘書室） 藤岡、村井 

     （北陸銀行代表 076-423-7111） 
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【経歴】 

１． 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

 

（１） 新代表取締役候補略歴 

   

氏名（生年月日） 主要略歴 

所有株式数（千株） 

平成 24 年 9 月 30 日 

現在 

庵
いほり

 栄
えい

伸
しん

 

（昭和31年 8月 20日生） 

出身地  富山県 

昭和 54 年４月 北陸銀行入行 

平成 13 年４月 同行福井西中央支店長 

平成 15 年４月 同行東京支店統括副支店長

平成 16 年６月 同行総合企画部担当部長 

平成 16 年９月  同行総合企画部担当部長 

 （当社出向） 

平成 17 年６月 同行総合企画部部長 

 （当社出向） 

平成 21 年６月 当社取締役 現在に至る 

 北陸銀行取締役執行役員 

平成 22 年６月 同行常務執行役員 

平成 23 年６月 同行常務執行役員総合企画部長

平成 24 年６月 同行常務執行役員総合事務部長

平成 24 年10月 同行常務執行役員総合企画部長

４６ 

 

 

 

（２） 新任取締役候補略歴 

   

氏名（生年月日） 主要略歴 

麦野
むぎの

 英
ひで

順
のり

 

（昭和32年 3月 18日生） 

出身地  富山県 

昭和 54 年４月 北陸銀行入行 

平成 ９年４月 同行金沢駅前支店長 

平成 11 年６月 同行八尾支店長 

平成 13 年６月 同行東京支店統括副支店長 

平成 15 年４月 同行浅草支店長 

平成 17 年６月 同行経営管理部長 

平成 19 年６月 同行富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 

平成 21 年６月 同行取締役執行役員富山地区事業部副本部長 

 兼本店営業部長 

平成 22 年６月 同行取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 
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氏名（生年月日） 主要略歴 

中野
なかの

 隆
たかし

 

（昭和29年 9月 10日生） 

出身地  石川県 

昭和 52 年４月 北陸銀行入行 

平成 ８年６月 同行宇奈月支店長 

平成 10 年４月 同行東京支店統括副支店長 

平成 12 年１月 同行平野支店長 

平成 15 年１月 同行函館支店長 

平成 17 年４月 同行リスク統括部長 

平成 18 年６月 同行リスク統括部長兼コンプライアンス統括室長 

平成 19 年６月 同行総合企画部長兼秘書室長 

平成 20 年６月 同行執行役員総合企画部長兼秘書室長 

平成 21 年６月 同行常務執行役員東京地区事業部本部長 

 兼東京支店長 

平成 24 年１月 同行常務執行役員東京地区事業部本部長 

平成 24 年６月 同行取締役常務執行役員北海道地区事業部本部長 

森田
もりた

 勉
つとむ

 

（昭和 29 年 9 月 8 日生） 

出身地  富山県 

昭和 52 年４月 北陸銀行入行 

平成 ９年１月 同行小杉支店長 

平成 11 年６月 同行池袋支店長 

平成 12 年１月 同行東京支店統括副支店長 

平成 12 年９月 同行支店部副部長 

平成 14 年６月 同行名古屋支店長 

平成 16 年６月 同行高岡地区事業部副本部長兼高岡支店長 

平成 19 年６月 富山県信用組合理事長 

平成 22 年６月 北陸銀行執行役員融資第一部長 

平成 24 年１月 同行常務執行役員 

二階堂
にかいどう

 裕
ひろ

隆
たか

 

（昭和 33 年 3 月 1 日生） 

 

出身地  北海道 

昭和 56 年４月 北海道銀行入行 

平成 13 年10月 同行木古内支店長 

平成 16 年７月 同行麻生支店長 

平成 18 年７月 同行麻生エリア統括兼麻生支店長 

平成 19 年10月 同行白石エリア統括兼白石支店長 

平成 22 年６月 同行執行役員東京支店長兼東京事務所長 

平成 23 年６月 同行執行役員東京支店長 
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２． 株式会社北陸銀行  

 

（１） 昇任予定取締役略歴 

 

氏名（生年月日） 主要略歴 

麦野
むぎの

 英
ひで

順
のり

 

（昭和32年 3月 18日生） 

出身地  富山県 

昭和 54 年４月 北陸銀行入行 

平成 ９年４月 同行金沢駅前支店長 

平成 11 年６月 同行八尾支店長 

平成 13 年６月 同行東京支店統括副支店長 

平成 15 年４月 同行浅草支店長 

平成 17 年６月 同行経営管理部長 

平成 19 年６月 同行富山地区事業部副本部長兼本店営業部長 

平成 21 年６月 同行取締役執行役員富山地区事業部副本部長 

 兼本店営業部長 

平成 22 年６月 同行取締役常務執行役員富山地区事業部本部長 

 

（２） 新任取締役候補略歴 

   

氏名（生年月日） 主要略歴 

庵
いほり

 栄
えい

伸
しん

 

（昭和31年 8月 20日生） 

出身地  富山県 

昭和 54 年４月 北陸銀行入行 

平成 13 年４月 同行福井西中央支店長 

平成 15 年４月 同行東京支店統括副支店長 

平成 16 年６月 同行総合企画部担当部長 

平成 16 年９月 同行総合企画部担当部長（ほくほくＦＧ出向） 

平成 17 年６月 同行総合企画部部長（ほくほくＦＧ出向） 

平成 21 年６月  ほくほくＦＧ取締役 現在に至る 

 北陸銀行取締役執行役員 

平成 22 年６月 同行常務執行役員  

平成 23 年６月 同行常務執行役員総合企画部長 

平成 24 年６月 同行常務執行役員総合事務部長 

平成 24 年10月 同行常務執行役員総合企画部長 

三
み

ッ
つ

塚
づか

 哲二
てつじ

 

（昭和27年 7月 31日生） 

出身地  富山県 

昭和 51 年４月 北陸銀行入行 

平成 ６年１月 同行二宮支店長 

平成 ８年４月 同行松任支店長 

平成 10 年６月 同行函館支店長 

平成 13 年６月 同行新宿支店長 

平成 15 年４月 同行本店営業部長 

平成 16 年６月 同行執行役員富山地区事業部副本部長 

 兼本店営業部長 

平成 18 年６月 同行常務執行役員富山地区事業部本部長 

平成 22 年６月 同行専務執行役員福井地区事業部本部長 

 兼名阪地区事業部本部長 
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氏名（生年月日） 主要略歴 

森田
もりた

 勉
つとむ

 

（昭和 29 年 9 月 8 日生） 

出身地  富山県 

昭和 52 年４月 北陸銀行入行 

平成 ９年１月 同行小杉支店長 

平成 11 年６月 同行池袋支店長 

平成 12 年１月 同行東京支店統括副支店長 

平成 12 年９月 同行支店部副部長 

平成 14 年６月 同行名古屋支店長 

平成 16 年６月 同行高岡地区事業部副本部長兼高岡支店長 

平成 19 年６月 富山県信用組合理事長 

平成 22 年６月 北陸銀行執行役員融資第一部長 

平成 24 年１月 同行常務執行役員 

二階堂
にかいどう

 裕
ひろ

隆
たか

 

（昭和 33 年 3 月 1 日生） 

 

出身地  北海道 

昭和 56 年４月 北海道銀行入行 

平成 13 年10月 同行木古内支店長 

平成 16 年７月 同行麻生支店長 

平成 18 年７月 同行麻生エリア統括兼麻生支店長 

平成 19 年10月 同行白石エリア統括兼白石支店長 

平成 22 年６月 同行執行役員東京支店長兼東京事務所長 

平成 23 年６月 同行執行役員東京支店長 

 


