
 
                                                                        平成 29年５月 15日 
各      位 

     会 社 名  株式会社ジャックス 
     代表者名  取締役社長 板垣 康義 
   コード番号 8584 （東証第一部） 

      問合せ先：取締役常務執行役員 川上 昇                                                     
                                  (TEL：03‐5448‐1311) 
 

代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 29年５月 15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等の人事

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、代表取締役及び役員等の異動につきましては、平成 29年６月 29日開催予定の第 86期定時

株主総会及びその後の取締役会で正式決定される予定です。 

 

記 

 

１． 代表取締役の異動（平成 29年６月 29日付） 
（１）異動の理由 

当社グループのさらなる成長と企業価値向上を図るため。 

 

（２）異動の内容 

 

（３）新任代表取締役の氏名及び略歴 

  氏   名  小林 秀親 （こばやし ひでちか） 

  生 年 月 日  昭和 31 年１月 12 日 

  出 身 地  長野県 

  最 終 学 歴  東京経済大学 

  所有株式数  23,000株（平成 29年３月 31日現在） 

  略   歴  昭和 53 年 ４月 当社入社 

         平成 12年 ９月 同 西日本営業推進部長 

         平成 15年 10 月 同 営業推進部長 

         平成 18年 ６月 同 上席執行役員クレジット推進部長 

         平成 23年 ６月 同 常務執行役員首都圏エリア統括部長 

         平成 25年 ６月 同 取締役常務執行役員 

（営業戦略本部長 兼 クレジット＆カード事業統括） 

 

①新任   

新役職名 氏名 現役職名 

取締役専務執行役員（代表取締役） 

営業戦略本部長 
小林 秀親 

取締役専務執行役員 

営業戦略本部長 

②退任   

新役職名 氏名 現役職名 

相談役 杉山  勉 取締役副社長（代表取締役）兼 CFO 



 

         平成 26年 ６月 同 取締役専務執行役員 

         （営業戦略本部長 兼 クレジット＆カード事業統括） 

         平成 27年 ６月 同 取締役専務執行役員 

         （営業戦略本部長 兼 クレジット＆カード事業統括 兼 ファイナンス事業統括） 

         平成 28年 ６月 同 取締役専務執行役員（営業戦略本部長）（現任） 

 

２． 取締役の異動（平成 29年６月 29日付） 

    久保山 路子 （花王株式会社 生活者研究センター コミュニケーションフェロー） 
 
３．監査役の異動（平成 29年６月 29日付） 

        常勤監査役 廣井 隆幸 
 
４．社外補欠監査役候補（平成 29年６月 29日付） 
  小野 孝男（弁護士法人小野総合法律事務所設立代表社員及び現当社補欠監査役） 
 
５．執行役員の異動（平成 29年６月 29日付） 

（１）取締役の異動   

新役職名 氏名 現役職名 

取締役専務執行役員 兼 CFO 

経理・財務担当 兼 情報システム部

門管掌 

菅野 峰一 

取締役常務執行役員 

経理・財務担当 兼 情報システム部門

管掌 

取締役常務執行役員 

信用管理担当 
川上  昇 

取締役常務執行役員 

コンプライアンス担当 兼 総務・人事

部門管掌 兼 信用管理部門管掌 

取締役常務執行役員 

経営企画担当 
山﨑  徹 

取締役上席執行役員 

経営企画担当 

（２）新任取締役候補   

新役職名 氏名 現役職名 

取締役常務執行役員 

コンプライアンス担当 兼 総務・人

事部門管掌 

齊藤 隆司 
上席執行役員 

監査室長 

（３）新任社外取締役候補 

（１）新任監査役候補   

新役職名 氏名 現役職名 

常勤監査役 吉野 英雄 
上席執行役員 

国際事業部部長 

（２）退任予定監査役   

新役職名 氏名 現役職名 

上席執行役員 

クレジット＆カード事業担当 
葛上  章 

上席執行役員 

近畿エリア統括部長 

上席執行役員 

監査室長 
蓮川 昌博 

上席執行役員 

信用管理担当 

上席執行役員 

近畿エリア統括部長 
根本 雅行 

執行役員 

九州エリア統括部長 

上席執行役員 

営業戦略本部 住宅ローン事業部長 
柚江 信吾 

執行役員 

営業戦略本部 住宅ローン事業部長 



 
６．退任予定相談役（平成 29年６月 30日付） 
  相談役 杉本 直栄 
 
７．子会社の異動 

（注）1. 岸氏は、平成 29 年６月 22 日開催予定のジャックスリース株式会社の株主総会終了後、同社の代表取締役

に就任予定。同社の代表取締役石川浩氏は同日に退任予定。 

   2. 松尾氏は、平成 29 年６月 23 日開催予定のジャックス・トータル・サービス株式会社の株主総会終了後、

同社の代表取締役に就任予定。同社の代表取締役岩村友雄氏は同日に退任予定。 

 

 
                                      以  上 

新役職名 氏名 現役職名 

執行役員 

九州エリア統括部長 
下河 照和 

執行役員 

審査事務部長 

執行役員 

審査事務部長 
秋葉 直喜 経営企画部 経営企画課長 

新役職名 氏名 現役職名 

ジャックスリース株式会社 

代表取締役 
岸 雅俊 

ジャックスリース株式会社 

顧問 

ジャックス・トータル・サービス株

式会社  

代表取締役 

松尾 隆弘 

ジャックス・トータル・サービス株式

会社  

顧問 


