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2021年 3月 22日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ 

代 表 者 名 取 締 役 社 長    笹 島  律 夫 

 （コード：７１６７ 東証第一部） 

問 合 せ 先 経 営 企 画 部 統 括 部 長  小 松 崎  光 一 

 （TEL. 029-300-2605） 

 

 

当社および子会社における役員異動のお知らせ 

 

 

当社および当社子会社である株式会社常陽銀行（頭取 笹島 律夫、以下「常陽銀行」）、株式会

社足利銀行（頭取 清水 和幸、以下「足利銀行」）、株式会社めぶきリース（社長 薗部 浩重、

以下「めぶきリース」）、めぶき証券株式会社（社長 中島 文規、以下「めぶき証券」）、めぶき信

用保証株式会社（社長 加藤 潔、以下「めぶき信用保証」）、株式会社常陽クレジット（社長 下

山田 和司、2021年 4月 1日付「株式会社めぶきカード」に商号変更、以下「めぶきカード」）にお

いて、2021年 4月 1日付の新たな業務執行体制を決定しましたので、お知らせいたします。 

また、当社および常陽銀行、足利銀行において、2021 年 6 月開催予定の定時株主総会およびその

後の取締役会において必要な決議が行われること等を前提に役員の異動を内定しましたので、お知

らせいたします。 

 

以  上
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１．めぶきフィナンシャルグループ 

（１）2021年4月1日付業務執行体制について 

① 取締役 

役職 氏名 担当 

取締役社長（代表取締役） 笹島 律夫  

取締役副社長（代表取締役） 清水 和幸  

取締役 西野 英文 地域創生担当（担当部：地域創生部） 

取締役 内藤 善寛 

経営管理、ﾘｽｸ管理、情報ｾｷｭﾘﾃｨ担当、ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟﾏﾈｰﾛｰﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ等防止統括責任者 

（担当部：経営管理部） 

取締役 秋野 哲也 経営企画担当（担当部 ：経営企画部） 

社外取締役 大野 弘道  

社外取締役 朱  純美  

取締役（監査等委員） 村島 英嗣  

取締役（監査等委員） 小野 訓啓  

社外取締役（監査等委員） 川又  諭  

社外取締役（監査等委員） 永沢  徹  

社外取締役（監査等委員） 清水  孝  

② 執行役員 
役職 氏名 担当 

執行役員 五來 雄二 システム担当（担当部：システム統括部） 

執行役員 山川 浩市（新任） 事務担当（担当部：事務統括部） 

 （２）2021年6月24日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 

野崎  潔 （現 常陽銀行 取締役常務執行役員） 

（イ）退 任 

西野 英文 （現 取締役） 

（ウ）異動後の役員体制 

＜取締役（監査等委員である取締役を除く。）＞ 

取締役社長（代表取締役） 笹島 律夫 

取締役副社長（代表取締役） 清水 和幸 

取締役 秋野 哲也 

取締役 内藤 善寛 

取締役 野崎  潔（新任） 

社外取締役 大野 弘道 

社外取締役 朱  純美 

＜監査等委員である取締役＞ 

取締役（監査等委員） 村島 英嗣 

取締役（監査等委員） 小野 訓啓 

社外取締役（監査等委員） 川又  諭 

社外取締役（監査等委員） 永沢  徹 

社外取締役（監査等委員） 清水  孝 

（別 紙） 異動の内容 
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２．常陽銀行 

（１）2021年4月1日付業務執行体制について 

（ア）取締役の退任（2021年3月31日付） 

          関   優 （現 取締役専務執行役員） めぶきリース 代表取締役社長 就任予定 

（イ）異動後の業務執行体制 

① 取締役 

役職 氏名 担当 

取締役会長 寺門 一義  

取締役頭取（代表取締役） 笹島 律夫  

取締役常務執行役員 竹之内 等 

リスク管理、経営管理、情報セキュリティ
担当（担当部：リスク統括部､庶務部）、マネー・
ローンダリング等防止統括責任者 

取締役常務執行役員 秋野 哲也 
経営戦略、経営管理、グループ会社担当（担

当部：経営企画部､人事部､東京事務所） 

取締役常務執行役員 五來 雄二 
ＩＴ､事務システム担当（担当部：事務管理部､シ

ステム部）、個人情報保護管理責任者 

取締役常務執行役員 野崎  潔 
市場国際担当（担当部：市場金融部､市場国際部､ス

トラクチャードファイナンス部） 

取締役 木村 浩幸 （非常勤） 

取締役（監査等委員） 吉原 美彦  

社外取締役（監査等委員） 後藤 直樹  

社外取締役（監査等委員） 石橋 善一郎  

社外取締役（監査等委員） 小倉 智子  

② 執行役員（取締役兼務者を除く） 
役職 氏名 担当 

専務執行役員 西野 英文（昇任） 
営業本部長委嘱（担当部：営業企画部､ダイレクト

営業部）、金融円滑化管理副責任者 

常務執行役員 岡﨑 信一 県央・県北エリア本部長 

常務執行役員 池田 重人 営業担当（担当部：コンサルティング営業部） 

常務執行役員 田村  誠 福島・宮城エリア本部長 

常務執行役員 保原 幸弘 東京エリア本部長 兼東京営業部長 

常務執行役員 鳥羽 吉嗣 県南・鹿行エリア本部長 

常務執行役員 高輪  忍（昇任） つくば・千葉・埼玉エリア本部長 

常務執行役員 大森 範久（昇任） 県西・栃木エリア本部長 

常務執行役員 杉田 泰彦（昇任） 
審査担当（担当部：融資審査部）、金融円滑化管
理責任者 

執行役員 櫻井 紳一 本店営業部長 

執行役員 小松崎 光一 経営企画部長 

執行役員 小野 利彦 営業企画部長 

執行役員 植田 優人（新任） 融資審査部長 

執行役員 小松  哲（新任） 監査部長 

執行役員 三代 琢治（新任） コンサルティング営業部長 
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（２）2021年6月24日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 

西野 英文 （現 常務執行役員 兼めぶきフィナンシャルグループ 取締役） 

     森川 隆弘 （現 足利銀行 執行役員） 

（イ）退 任 

          木村 浩幸 （現 取締役(非常勤)） 足利銀行 取締役常務執行役員 就任予定 

（ウ）異動後の役員体制 

＜取締役（監査等委員である取締役を除く。）＞ 

取締役会長 寺門 一義 

取締役頭取（代表取締役） 笹島 律夫 

取締役専務執行役員 西野 英文（新任） 

取締役常務執行役員 竹之内 等 

取締役常務執行役員 秋野 哲也 

取締役常務執行役員 五來 雄二 

取締役常務執行役員 野崎  潔 

取締役（非常勤） 森川 隆弘（新任） 

＜監査等委員である取締役＞ 

取締役（監査等委員） 吉原 美彦 

社外取締役（監査等委員） 後藤 直樹 

社外取締役（監査等委員） 石橋 善一郎 

社外取締役（監査等委員） 小倉 智子 
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３．足利銀行 

（１）2021年4月1日付業務執行体制について 

（ア）取締役の退任（2021年3月31日付） 

          荒井  大 （現 取締役専務執行役員）株式会社あしぎん総合研究所 代表取締役社長 就任予定 

          細谷 亮夫 （現 取締役常務執行役員）足利興業株式会社 役員 就任予定 

（イ）異動後の業務執行体制 

① 取締役 

役職 氏名 担当 

取締役会長 松下 正直  

取締役頭取（代表取締役） 清水 和幸  

取締役専務執行役員 鈴木 栄介 
経営管理部門（担当部：人事部､研修室､総務室､リ

スク統括部､コンプライアンス統括部） 

取締役常務執行役員 内藤 善寛 
経営企画部門（担当部：総合企画部､ＢＰＲ推進室､

東京事務所） 

取締役常務執行役員 臼井 英人 市場部門（担当部：市場国際部､資金証券部） 

取締役 小野 利彦 （非常勤） 

取締役（監査等委員） 桑子 昭彦  

社外取締役（監査等委員） 福井 祥二  

社外取締役（監査等委員） 鈴木 誠一  

社外取締役（監査等委員） 杉山 義勝  

② 執行役員（取締役兼務者を除く） 
役職 氏名 担当 

常務執行役員 木村 浩幸 
営業本部長（担当部：営業推進部、ビジネスソ

リューション営業部、地域振興部）、副担当（市場国

際部） 

常務執行役員 山川 浩市 
事務システム部門（担当部：事務管理部､事務サ

ポート部､システム部） 

常務執行役員 三友 信之 
業務効率化推進特命担当（めぶきフィナンシャル

グループ事務統括部担当部長） 

常務執行役員 大野 昌利 監査部長 

常務執行役員 星野  桂一（昇任） 融資部門（担当部：融資統括部、融資審査部） 

常務執行役員 森川  隆弘（昇任） 
営業本部副本部長（担当部：営業企画部、ﾀﾞｲﾚｸﾄ

営業室、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部、ﾛｰﾝ事業部） 

常務執行役員 大塚 正義（昇任） 県央・日光エリア本部長 

執行役員 橋本  忠 県南・古河エリア本部長 

執行役員 田崎 義典 両毛・群馬エリア本部長 

執行役員 関根 一利 埼玉エリア本部長 

執行役員 本橋 和幸 足利支店長 

執行役員 大塚 浩樹 総合企画部長 

執行役員 長岡  哲（新任） 営業推進部長 

執行役員 平野 正人（新任） 本店営業部長 

執行役員 丸山喜一郎（新任） 北栃木エリア本部長 

執行役員 飯島 直人（新任） 東京支店長 

    ※担当については、店舗再編等により兼務が生じることがあります。 
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（２）2021年6月24日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補 

木村 浩幸 （現 常務執行役員 兼常陽銀行 取締役(非常勤)） 

山川 浩市 （現 常務執行役員） 

（イ）異動後の役員体制 

＜取締役（監査等委員である取締役を除く。）＞ 

取締役会長 松下 正直 

取締役頭取（代表取締役） 清水 和幸 

取締役専務執行役員 鈴木  栄介 

取締役常務執行役員 内藤 善寛 

取締役常務執行役員 臼井 英人 

取締役常務執行役員 木村 浩幸（新任） 

取締役常務執行役員 山川 浩市（新任） 

取締役（非常勤） 小野 利彦 

＜監査等委員である取締役＞ 

取締役（監査等委員） 桑子 昭彦 

社外取締役（監査等委員） 福井 祥二 

社外取締役（監査等委員） 鈴木 誠一 

社外取締役（監査等委員） 杉山 義勝 
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４．めぶきリース 

（１）2021年4月1日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役候補 

関    優 （現 常陽銀行 取締役専務執行役員） 

（イ）退 任 

薗部 浩重 （現 取締役社長(代表取締役)） 

（ウ）異動後の役員体制 

＜取締役＞ 

取締役社長（代表取締役） 関   優（新任） 

専務取締役 小杉 嘉昭 

専務取締役 安嶋  淳 

常務取締役 菅谷 浩生 

常務取締役 山口 晃男 

＜監査役＞ 

監査役 片田 泰宏 

監査役（非常勤） 小野 訓啓 

 

 

５．めぶき証券 

（１）2021年4月1日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役候補 

相良 浩史 （現 足利銀行 執行役員） 

（イ）退 任 

          島田 博夫 （現 専務取締役） めぶき信用保証 専務取締役 就任予定 

（ウ）異動後の役員体制 

＜取締役＞ 

取締役社長（代表取締役） 中島 文規 

専務取締役 森   宏 

専務取締役 鬼澤 俊久 

常務取締役 相良 浩史（新任） 

取締役 野田 勝浩 

＜監査役＞ 

監査役 松本  弘 

監査役（非常勤） 村島 英嗣 
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６．めぶき信用保証 

（１）2021年4月1日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役候補 

島田 博夫 （現 めぶき証券 専務取締役） 

（イ）退 任 

          齊藤 秀雄 （現 専務取締役） 

（ウ）異動後の役員体制 

＜取締役＞ 

取締役社長（代表取締役） 加藤  潔 

専務取締役 櫻井 裕之 

専務取締役 島田 博夫（新任） 

取締役 挽地  潤 

＜監査役＞ 

監査役（非常勤） 小野 訓啓 

監査役（非常勤） 松本  弘 

 

 

７．めぶきカード（現 常陽クレジット） 

（１）2021年4月1日付（予定）役員の異動について 

（ア）新任取締役候補 

星野  貢 （現 株式会社あしぎんカード 取締役社長(代表取締役)） 

平野 隆司 （現 常陽銀行 システム部長） 

（イ）新任監査役候補 

村島 英嗣 （現 めぶきフィナンシャルグループ 取締役(監査等委員)） 

（ウ）退 任 

          下山田 和司（現 取締役社長(代表取締役)）株式会社常陽産業研究所 代表取締役社長 就任予定 

          関   優 （現 取締役(非常勤)） 

          吉原 美彦 （現 監査役(非常勤)） 

（エ）異動後の役員体制 

＜取締役＞ 

取締役社長（代表取締役） 星野  貢（新任） 

専務取締役 平野 隆司（新任） 

常務取締役 風間 浩二 

＜監査役＞ 

監査役（非常勤） 村島 英嗣（新任） 

以  上  


