
 

      2022年 12月 23日 

各  位 

               会 社 名 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 

               代 表 者 名 取締役社長 杖村 修司           

               （コード番号 7381 東証第一部）            

               問 合 せ 先 総合企画部長 菊澤 智彦          

      （TEL 076-263-1111）         

 

 

当社と子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 株式会社北國フィナンシャルホールディングスと子会社である株式会社北國銀行は、2022 年 12 月 23

日開催の取締役会において、下記のとおり 2023 年 3 月 1 日付の代表取締役および役員の異動を内定、決

定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式会社北國フィナンシャルホールディングス 

代表取締役の異動（2023年 3月 1日付） 

氏名 新任 旧任 

中村
なかむら

 和哉
か ず や

 （退任）※１ 取締役（代表取締役） 

中田
な か だ

 浩一
こういち

 取締役（代表取締役） 取締役 

 ※１ 中村和哉氏は 2023年 3月 1日付で北國銀行の取締役会長（代表取締役）に就任予定です。 

 

２．株式会社北國銀行 

取締役の異動（2023年 3月 1日付） 

氏名 新任 旧任 

中村
なかむら

 和哉
か ず や

 取締役会長（代表取締役） 取締役常務執行役員（代表取締役） 

中田
な か だ

 浩一
こういち

 （退任）※２ 取締役常務執行役員 

角地
か く ち

 裕司
ゆ う じ

 （退任）※３ 取締役常務執行役員 

小西
こ に し

 利之
としゆき

 （新任）取締役常務執行役員 本店営業部長 常務執行役員 本店営業部長 

西田
に し た

 章
あきら

 （新任）取締役常務執行役員 常務執行役員 法人部長 

※２ 中田浩一氏は 2023年 3月 1日付で当社の取締役（代表取締役）に就任予定であり、㈱ＢＰＯマ

ネジメントの代表取締役社長には引き続き就任します。 

 ※３ 角地裕司氏は当社の取締役には引き続き就任します。 

以上 



【ご参考】 

前述の異動を踏まえた、2023 年 3 月 1 日付の当社および当社グループの役員体制についてお知らせし

ます。 

 

１．株式会社北國フィナンシャルホールディングス 

（１）取締役 

氏名 役職名 

杖村 修司 取締役社長（代表取締役） 

中田 浩一 取締役（代表取締役） 

角地 裕司 取締役 

鳥越 伸博 取締役 監査等委員 

西井 繁 取締役 監査等委員（社外） 

大西 忠 取締役 監査等委員（社外） 

山下 修二 取締役 監査等委員（社外） 

大泉 琢 取締役 監査等委員（社外） 

根本 直子 取締役 監査等委員（社外） 

（２）執行役員 

氏名 役職名 

立野 賢哉 常務執行役員 総合企画部長（小松アリーナ PJ） 

菊澤 智彦 常務執行役員 総合企画部長 

横越 亜紀 常務執行役員 人材開発部長 

三本松 温賀 常務執行役員 経営管理部長 

太谷 信造 執行役員 監査部長 

山田 宗人 執行役員 

 

２．株式会社北國銀行 

（１）取締役、監査役 

氏名 役職名 

中村 和哉 取締役会長（代表取締役） 

杖村 修司 取締役頭取（代表取締役） 

小西 利之 取締役 常務執行役員 本店営業部長 

西田 章 取締役 常務執行役員 

鳥越 伸博 監査役 

玉井 政利 監査役（社外） 

中西 祐一 監査役（社外） 

（２）執行役員 

氏名 役職名 

新谷 竜雄 常務執行役員 小松営業部長 

喜多 雅之 常務執行役員 富山営業部長 

谷口 進 常務執行役員 法人部長 



細野 豊 常務執行役員 法人部長 

米谷 治彦 常務執行役員 法人部長 

山本 剛行 常務執行役員 個人部長 

寺井 尚孝 常務執行役員 デジタル部長 

井川 武 常務執行役員 システム部長 

新田 晃久 常務執行役員 オペレーション部長 

鷺池 誠一 常務執行役員 市場金融部長 

菊澤 智彦 常務執行役員 総合企画部長 

横越 亜紀 常務執行役員 人材開発部長 

三本松 温賀 常務執行役員 経営管理部長 

徳野 敦士 執行役員 加賀営業部長 

山﨑 勝 執行役員 松任営業部長 

大江 聡 執行役員 かほく営業部長 

北川 利美 執行役員 七尾営業部長 

岩崎 賢昌 執行役員 高岡営業部長 

多橋 哲郎 執行役員 福井営業部長 

中村 和輝 執行役員 大阪営業部長 

竹内 均 執行役員 東京営業部長 

岩下 一郎 執行役員 名古屋営業部長 

伊谷 武人 執行役員 法人部長 

井上 純子 執行役員 カスタマーサービス部長 

小石 昌弘 執行役員 カード部長 

前川 治樹 執行役員 カード部長 

久田 圭克 執行役員 リース部長 

中野 隆史 執行役員 マーケティング部長 

今井 豊 執行役員 ライフプラン部長 

藪野 秀章 執行役員 ライフプラン部長 

新谷 敦志 執行役員 システム部長 

吉川 智章 執行役員 システム部長 

岩間 正樹 執行役員 システム部長 

太谷 信造 執行役員 監査部長 

 

３．北国総合リース株式会社 

氏名 役職名 

山本 英博 代表取締役社長 

久田 圭克 取締役執行役員 

赤沢 信秀 取締役 

中村 和哉 取締役 

中田 浩一 監査役 



４．株式会社北国クレジットサービス 

氏名 役職名 

前川 治樹 代表取締役社長 

新古 哲也 取締役執行役員 

小石 昌弘 取締役執行役員 

中田 浩一 監査役 

 

５．北国保証サービス株式会社 

氏名 役職名 

中村 和哉 代表取締役社長 

山佐 修 取締役執行役員 

角地 裕司 取締役 

中田 浩一 監査役 

 

６．北國債権回収株式会社 

氏名 役職名 

西田 章 代表取締役社長 

小山 友弘 取締役執行役員 

東 博司 取締役執行役員 

酢谷 昌司 取締役（弁護士） 

中田 浩一 監査役 

 

７．株式会社デジタルバリュー 

氏名 役職名 

岩間 正樹 代表取締役社長 

井川 武 取締役常務執行役員 

新谷 敦志 取締役執行役員 

吉川 智章 執行役員 

鳥越 伸博 監査役 

 

８．株式会社ＣＣイノベーション 

氏名 役職名 

多田 隆保 代表取締役社長 

山森 一喜 取締役常務執行役員 

二口 剛志 取締役執行役員 

下濱 紀昭 執行役員 

平田 祐輔 執行役員 

一願 陽光 執行役員 

鳥越 伸博 監査役 



９．株式会社ＱＲインベストメント 

氏名 役職名 

浜野 文雄 代表取締役社長 

中村 晃 取締役執行役員 

的場 徹成 取締役執行役員 

三本松 温賀 監査役 

 

１０．株式会社ＦＤアドバイザリー 

氏名 役職名 

今井 豊 代表取締役社長 

藪野 秀章 取締役執行役員 

角地 裕司 取締役 

中田 浩一 監査役 

 

１１．株式会社ＣＯＲＥＺＯ 

氏名 役職名 

園 悟志 代表取締役社長 

中田 浩一 取締役 

角地 裕司 取締役 

中村 和哉 監査役 

 

１２．株式会社ＢＰＯマネジメント 

氏名 役職名 

中田 浩一 代表取締役社長 

田中 政憲 取締役執行役員 

多田 隆保 取締役 

横越 亜紀 取締役 

中村 和哉 監査役 

 

１３． タイ現地法人（Thai CC Innovation Co., Ltd.） 

氏名 役職名 

滝沢 悠平 Managing Director 

多田 隆保 Director 

一願 陽光 Director 

 

１４． ベトナム現地法人（CC Innovation Vietnam Co., Ltd.） 

氏名 役職名 

水口 健司 General Director 

 



１５． シンガポール現地法人（CC Innovation Singapore Pte. Ltd.） 

氏名 役職名 

中村 彰秀 Managing Director 

多田 隆保 Director 

一願 陽光 Director 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

《本件に関するお問合せ先》 

総合企画部企画グループ 浜野、堀 

(TEL076-223-9703) 



略    歴 

 

     

 

 

氏 名 

なか  た   こう  いち 

中 田  浩 一 

生 年 月 日 １９６０年９月１１日（６２歳） 

出 身 地 石川県 

 

 

１９８３年 ３月 

１９８３年 ４月 

２００２年１０月 

２００３年 ７月 

２００４年１０月 

２００６年 ６月 

２００９年 ４月 

２０１１年 ４月 

２０１３年 ６月 

２０１５年 ４月 

２０１６年 ４月 

２０１７年 ４月 

２０１７年 ６月 

２０２１年 ３月 

２０２１年１０月 

同志社大学 経済学部卒業 

㈱北國銀行入行 

同 円光寺支店長 

同 営業統括部個人営業課長 

同 営業統括部法人営業課長 

同 駅西エリア統括店長兼問屋町支店長 

同 人事部長兼人材開発室長 

同 執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長 

同 取締役兼執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長 

同 取締役兼執行役員東京支店長 

同 取締役東京支店長 

同 取締役経営管理部長兼法務室長 

同 常務取締役経営管理部長兼法務室長 

同 取締役常務執行役員（現職） 

㈱北國フィナンシャルホールディングス取締役（現職） 

 

 

所有株式数  2,701株（2022年 12月 23日現在） 

 


