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2022年２月 25日 

各 位 

会 社 名 株式会社九州フィナンシャルグループ 

代 表 者 名 代表取締役社長 笠原 慶久 

コード番号 7180 東証第一部 福証 

問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 山方 真一 

（TEL 096-326-5588） 

当社ならびに当社子会社の役員異動について 

当社ならびに当社子会社において、別紙のとおり役員の異動がありますのでお知らせいたし

ます。 

なお、当社の取締役については、2022年６月 17日に開催予定の第７期定時株主総会で正式

に決定される予定です。 

以上 
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Ⅰ.異動の内容 

１．株式会社九州フィナンシャルグループ 

（１）昇任の執行役員（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

山本 誠司 上席執行役員 執行役員 

多田 理一郎 上席執行役員※注 執行役員 

※注：多田理一郎氏は、2022年４月１日付で株式会社肥後銀行上席執行役員、株式会社鹿児島銀行上席執

行役員に就任予定。 
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２．株式会社肥後銀行 

（１）退任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年３月 31日付） 

氏名 新役職名 現職名 

德永 賢治 （退任）※注 1 取締役常務執行役員 

神谷 英文 （退任）※注 2 取締役常務執行役員 

江藤 英一 （退任）※注 3 取締役 

眞部 利應 （退任） 取締役（社外） 

※注 1：德永賢治氏は、2022年４月１日付で九州デジタルソリューションズ株式会社 代表取締役社長に就

任予定。 

※注 2：神谷英文氏は、2022年４月１日付で肥銀カード株式会社 代表取締役社長に就任予定。 

※注 3：江藤英一氏は、株式会社九州フィナンシャルグループ 取締役専務執行役員を現任しており、2022

年４月１日以降も同職を継続。 

（２）新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年４月 1日付） 

氏名 新役職名 現職名 

池田 誠 取締役常務執行役員 上席執行役員 

髙本 芳郎 取締役常務執行役員 上席執行役員 

木川 眞 取締役（社外） 監査等委員である取締役（社外） 

（３）退任の監査等委員である取締役（2022年３月 31日付） 

氏名 新役職名 現職名 

成松 正規 （退任）※注 1 監査等委員である取締役 

木川 眞 （退任）※注 2 監査等委員である取締役（社外） 

※注 1：成松正規氏は、2022年４月に設立予定の、肥後銀行子会社 九州みらいインベストメンツ株式会社

の代表取締役社長に就任予定。 

※注 2：木川眞氏は、2022年４月１日付で株式会社肥後銀行取締役（社外）（監査等委員である取締役を除

く。）に就任予定。 

（４）新任の監査等委員である取締役（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

坂田 二郎 監査等委員である取締役 理事ＣＲ統括部長 

渋澤 健 監査等委員である取締役（社外） （新任）※注 

※注：渋澤健氏は、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、コモンズ投信株式会社取締役会

長を現任。 
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（５）退任の執行役員（2022年３月 31日付） 

氏名 新役職名 現職名 

中本 秀二 （退任）※注 執行役員 

※注：中本秀二氏は、2022年４月１日より公益財団法人地方経済総合研究所に勤務予定。 

（６）昇任の執行役員（2022年４月 1日付） 

氏名 新役職名 現職名 

多田 理一郎 上席執行役員※注 執行役員 

右田 啓介 上席執行役員 執行役員 

前出 洋 上席執行役員 執行役員 

※注：多田理一郎氏は、2022年４月１日付で株式会社九州フィナンシャルグループ上席執行役員、株式会

社鹿児島銀行上席執行役員に就任予定。 

（７）新任の執行役員（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

田中 俊浩 執行役員 
理事八代ブロック統括店長兼 

八代支店長 

濵田 康裕 執行役員 理事デジタルマーケティング部長 
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３．株式会社鹿児島銀行 

（１）退任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

海ヶ倉 浩文 （退任）※注 常務取締役 

※注：海ヶ倉浩文氏は、2022年４月１日付で九州ＦＧ証券株式会社 代表取締役社長に就任予定。 

（２）昇任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

碇山 浩美 専務取締役 常務取締役 

（３）新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

竹之下 浩美 常務取締役 常務執行役員 

（４）退任の執行役員（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

竹之下 浩美 （退任）※注 常務執行役員 

光岡 信昭 （退任） 常務執行役員 

川原 哲郎 （退任） 執行役員 

※注：竹之下浩美氏は、2022年４月１日付で株式会社鹿児島銀行 常務取締役（監査等委員である取締役

を除く。）に就任予定。 

（５）昇任の執行役員（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

坂之上 久之 常務執行役員 執行役員 

鳥丸 陽一 上席執行役員 執行役員 

多田 理一郎 上席執行役員※注 執行役員 

※注：多田理一郎氏は、2022年４月１日付で株式会社九州フィナンシャルグループ上席執行役員、株式会

社肥後銀行上席執行役員に就任予定。 

（６）新任の執行役員（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

宮嵜 義之 執行役員 理事金融資産コンサルティング部長 

久見瀬 克己 執行役員 理事鴨池支店長 
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氏名 新役職名 現職名 

市坪 孝一 執行役員 理事経営企画部長 

笹井 浩明 執行役員 市場金融部参事役 
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４．九州ＦＧ証券株式会社 

（１）新任の取締役（2022年４月１日付） 

氏名 新役職名 現職名 

海ヶ倉 浩文 取締役※注 鹿児島銀行常務取締役 

※注：海ヶ倉浩文氏は、2022年４月１日付で九州ＦＧ証券株式会社 代表取締役社長に就任予定。 
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Ⅱ．新任役員の略歴 

１．株式会社肥後銀行 

（１）新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。） 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

池田
いけだ

 誠
まこと

 

（1964年 10月 14日生） 

1989年 ４月 株式会社肥後銀行入行 

2012年 ４月 同 流通団地支店長 

2016年 ４月 同 大津ブロック統括店長兼大津支店長 

2019年 ４月 同 執行役員法人営業部長 

2021年 ４月 同 上席執行役員営業統括部長〔現任〕 

髙 本
たかもと

 芳 郎
よしろう

 

（1965年５月４日生） 

1989年 ４月 株式会社肥後銀行入行 

2012年 ４月 同 光の森支店長 

2016年 ４月 同 水前寺ブロック統括店長兼水前寺支店長 

2019年 ４月 同 執行役員水道町ブロック統括店長兼 

水道町支店長 

2021年 ４月 同 上席執行役員与信統括部長〔現任〕 

木川
きがわ

 眞
まこと

 

（1949年 12月 31日） 

1973年 ４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 

2004年 ４月 株式会社みずほコーポレート銀行 

（現 株式会社みずほ銀行）常務取締役 

2011年 ４月 ヤマトホールディングス株式会社 

代表取締役社長 

2019年 ６月 同 特別顧問〔現任〕 

2020年 ４月 株式会社肥後銀行監査役（社外） 

2021年 ６月 同 監査等委員である取締役（社外）〔現任〕 

（２）新任の監査等委員である取締役 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

坂田
さかた

 二郎
じろう

 

（1966年６月 12日生） 

1989年 ４月 株式会社肥後銀行入行 

2015年 ６月 同 コンプライアンス・リスク統括部 

リスク管理統括グループ長 

2018年 ４月 同 ＣＲ統括部副部長 

2019年 ４月 同 ＣＲ統括部長 

2021年 ７月 同 理事ＣＲ統括部長〔現任〕 

渋 澤
しぶさわ

 健
けん

 

（1961年３月 18日生） 

1984年 １月 財団法人日本国際交流センター入職 

1987年 ７月 ファースト・ボストン証券会社（ＮＹ）入社 

1988年 10月 ＪＰモルガン銀行（東京）入行 

1994年 11月 ゴールドマン・サックス証券会社（東京）入社 
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氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

2001年 ３月 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 

代表取締役〔現任〕 

2007年 11月 コモンズ株式会社（現 コモンズ投信株式会社）

代表取締役 

2008年 ８月 コモンズ投信株式会社 取締役会長〔現任〕 

（３）新任の執行役員 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

田中
たなか

 俊
とし

浩
ひろ

 

（1965年８月 28日生） 

1989年 ４月 株式会社肥後銀行入行 

2008年 10月 同 南博多支店長 

2017年 ４月 同 熊本南熊本ブロック統括店長兼 

南熊本支店長 

2020年 ４月 同 八代ブロック統括店長兼八代支店長 

2020年 ９月 同 理事八代ブロック統括店長兼八代支店長

〔現任〕 

濵
はま

田
だ

 康
やす

裕
ひろ

 

（1967年４月６日生） 

1991年 ４月 株式会社肥後銀行入行 

2016年 ５月 同 総合企画部経営企画グループ長 

2018年 ７月 同 ＩＴ統括部副部長 

2020年 ４月 同 ＩＴ統括部長 

2021年 ４月 同 理事デジタルマーケティング部長〔現任〕 
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２．株式会社鹿児島銀行 

（１）新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。） 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

竹之下
たけのした

 浩美
なるみ

 

（1964年３月 10日生） 

1987年 ４月 株式会社鹿児島銀行入行 

2011年 ８月 同 伊集院支店長兼日吉支店長 

2016年 ４月 同 執行役員福岡支店長兼営業支援部 

福岡事務所長 

2017年 ４月 同 執行役員営業統括部長 

2019年 ４月 同 取締役東京支店長兼経営企画部 

東京事務所長 

2021年 ４月 同 常務執行役員東京支店長兼経営企画部 

東京事務所長〔現任〕 

（２）新任の執行役員 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

宮 嵜
みやざき

 義 之
よしゆき

 

（1964年９月 27日生） 

1989年 ４月 株式会社鹿児島銀行入行 

2013年 ６月 同 天神馬場支店長 

2016年 ３月 同 営業支援部長 

2020年 10月 同 理事営業統括部参事役 

2021年 10月 同 理事金融資産コンサルティング部長 

〔現任〕 

久見瀬
く み せ

 克己
かつみ

 

（1965年９月 15日生） 

1984年 ４月 株式会社鹿児島銀行入行 

2014年 ３月 同 小林支店長 

2019年 ４月 同 高見馬場支店長 

2020年 10月 同 理事高見馬場支店長 

2021年 ４月 同 理事鴨池支店長〔現任〕 

市 坪
いちつぼ

 孝 一
こういち

 

（1965年 12月 19日生） 

1988年 ４月 株式会社鹿児島銀行入行 

2015年 10月 同 人事部付（株式会社九州フィナンシャル 

グループへ出向） 

2018年 ８月 同 事務統括部長代理 

2020年 10月 同 経営企画部参事役 

2021年 ４月 同 理事経営企画部長〔現任〕 

笹井
ささい

 浩 明
ひろあき

 

（1969年 11月 17日生） 

1992年 ４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ 

銀行）入行 

2017年 ５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行）アセアン金融市場部長 

2019年 ５月 株式会社三菱ＵＦＪ銀行金融市場部共同部長 
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氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

2019年 ６月 同 シニアフェロー金融市場部共同部長 

2021年 ４月 株式会社鹿児島銀行市場金融部参事役〔現任〕 
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３．九州ＦＧ証券株式会社 

（１）新任の取締役 

氏 名 

（生年月日）  
略  歴 

海ヶ倉
かいがくら

 浩 文
ひろふみ

 

（1962年８月３日生） 

1985年 ４月 株式会社鹿児島銀行入行 

2011年 10月 同 都城支店長 

2017年 ４月 同 監査役 

2017年 ６月 株式会社九州フィナンシャルグループ監査役

（兼任） 

2021年 ４月 株式会社鹿児島銀行常務取締役事務統括部長 

〔現任〕 

 

以上 
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【ご参考】役員体制 

当社ならびに当社子会社である肥後銀行、鹿児島銀行、九州ＦＧ証券の役員体制は以下を予定

しております。 

なお、肥後銀行の子会社である九州デジタルソリューションズは、2022年４月１日付で、当社

子会社となる予定です。 

１．九州フィナンシャルグループ（2022年４月１日付） 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）：10名 

取締役会長（代表取締役） 松山 澄寛 

取締役社長（代表取締役） 笠原 慶久 

取締役専務執行役員 江藤 英一 

取締役専務執行役員 赤塚 典久 

取締役常務執行役員 田中 博幸 

取締役常務執行役員 岩立 康也 

取締役 甲斐 隆博 

取締役 上村 基宏 

取締役（社外） 渡辺 捷昭 

取締役（社外） 根本 祐二 

（２）監査等委員である取締役：５名 

取締役（監査等委員） 田辺 雄一 

取締役（監査等委員） 北ノ園 雅英 

取締役（監査等委員・社外） 関口 憲一 

取締役（監査等委員・社外） 田中 克郎 

取締役（監査等委員・社外） 田島 優子 

（３）取締役以外の執行役員：６名 

上席執行役員 山本 誠司（昇任） 

上席執行役員 多田 理一郎（昇任） 

執行役員 田島 功 

執行役員 松前 邦昭 

執行役員 黒田 耕平 

執行役員 山方 真一 
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２．肥後銀行（2022年４月１日付） 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）：10名 

取締役会長（代表取締役） 甲斐 隆博 

取締役頭取（代表取締役） 笠原 慶久 

取締役副頭取（代表取締役） 山木 仁 

取締役専務執行役員 田島 功 

取締役常務執行役員 岩立 康也 

取締役常務執行役員 田中 博幸 

取締役常務執行役員 池田 誠（新任） 

取締役常務執行役員 髙本 芳郎（新任） 

取締役（社外） 益戸 正樹 

取締役（社外） 木川 眞（新任） 

（２）監査等委員である取締役：５名 

取締役（監査等委員） 田辺 雄一 

取締役（監査等委員） 坂田 二郎（新任） 

取締役（監査等委員・社外） 片岡 義広 

取締役（監査等委員・社外） 武内 英史 

取締役（監査等委員・社外） 渋澤 健（新任） 

（３）取締役以外の執行役員：11名 

上席執行役員 多田 理一郎（昇任） 

上席執行役員 右田 啓介（昇任） 

上席執行役員 前出 洋（昇任） 

執行役員 瀬川 裕司 

執行役員 中野 孝寛 

執行役員 北村 幸代子 

執行役員 阪田 秀規 

執行役員 塚崎 隆之 

執行役員 内山 一慶 

執行役員 田中 俊浩（新任） 

執行役員 濵田 康裕（新任） 
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３．鹿児島銀行（2022年４月１日付） 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）：10名 

取締役会長（代表取締役） 上村 基宏 

取締役頭取（代表取締役） 松山 澄寛 

取締役副頭取（代表取締役） 郡山 明久 

専務取締役 碇山 浩美（昇任） 

常務取締役 塚原 清太 

常務取締役 松前 邦昭 

常務取締役 竹之下 浩美（新任） 

取締役常務執行役員 田中 博幸 

取締役（社外） 樋渡 利秋 

取締役（社外） 山重 慎二 

（２）監査等委員である取締役：５名 

取締役（監査等委員） 諏訪田 敏郎 

取締役（監査等委員） 北ノ園 雅英 

取締役（監査等委員・社外） 武盛 武士 

取締役（監査等委員・社外） 松嶋 希会 

取締役（監査等委員・社外） 松山 良一 

（３）取締役以外の執行役員：12名 

専務執行役員 松永 裕之 

常務執行役員 菊永 栄一郎 

常務執行役員 坂之上 久之（昇任） 

上席執行役員 黒木 伸一 

上席執行役員 須藤 一裕 

上席執行役員 鳥丸 陽一（昇任） 

上席執行役員 多田 理一郎（昇任） 

執行役員 柳田 理恵 

執行役員 宮嵜 義之（新任） 

執行役員 久見瀬 克己（新任） 

執行役員 市坪 孝一（新任） 

執行役員 笹井 浩明（新任） 
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４．九州ＦＧ証券（2022年４月１日付） 

（１）取締役 

取締役会長 西本 純一 

取締役社長（代表取締役） 海ヶ倉 浩文（新任） 

取締役副社長（代表取締役） 金城 明 

取締役 江藤 英一 

取締役 赤塚 典久 

（２）監査役 

監査役 長谷川 潮 
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５．九州デジタルソリューションズ株式会社（2022年４月１日付） 

（１）取締役：９名 

取締役社長（代表取締役） 德永 賢治 

取締役ＣＴＯ※注 竹下 信之 

取締役専務執行役員 田邊 主税 

取締役常務執行役員 福山 裕二 

取締役 江藤 英一 

取締役 赤塚 典久 

取締役 髙本 芳郎 

取締役 竹之下 浩美 

取締役 淀川 潤一 

※注：ＣＴＯ…Ｃｈｉｅｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ（最高技術責任者）。 

（２）監査役：１名 

監査役 田辺 雄一 

（３）執行役員：４名 

執行役員 藤㟢 進 

執行役員 津曲 誠司 

執行役員 佐々木 淳一郎 

執行役員 小高 俊一 

 

以上 


