
 

2019年４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 上村 基宏 

コード番号   7180 東証第一部 福証 

問 合 せ 先  取締役執行役員経営企画部長 林田 達 

（℡ 096-326-5588） 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2019年４月 25日開催の取締役会において、別紙のとおり役員の異動を内定しまし

たので、お知らせいたします。 

なお、当社の取締役および監査役については、2019年６月 21日開催予定の第４期定時株主

総会で正式に決定される予定です。 

 

以上 

  



異動の内容 

 

１．株式会社九州フィナンシャルグループ 

（2019年６月 21日開催予定の第４期定時株主総会開催日付） 

（１）退任予定取締役 

取締役 郡山 明久 

取締役 鶴田 司 

（２）新任取締役候補 

取締役      松山 澄寛 （現 (株)鹿児島銀行副頭取） 

取締役      徳永 忠隆 （現 (株)鹿児島銀行理事経営企画部参事役） 

 

 

 

以 上 

  



【ご参考】役員体制 

（2019年６月 21日開催予定の第４期定時株主総会開催日付） 

当社および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。 

 

１．株式会社九州フィナンシャルグループ 

  （１）取締役 

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 甲斐 隆博 

取締役 上村 基宏 

取締役専務執行役員 最上 剛 

取締役専務執行役員 中村 勉 

取締役執行役員 林田 達 

取締役執行役員 徳永 忠隆 

取締役（社外） 渡辺 捷昭 

取締役（社外） 根本 祐二 

 

  （２）監査役 

監査役 田辺 雄一 

監査役 海ヶ倉 浩文 

監査役（社外） 関口 憲一 

監査役（社外） 田中 克郎 

監査役（社外） 田島 優子 

 

（３）執行役員 

執行役員 田島 功 

執行役員 江藤 英一 

執行役員 赤塚 典久 

執行役員 山本 誠司 

執行役員 陣之内 武 

 

  



 

２．株式会社肥後銀行 

（１）取締役 

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 土山 哲司 

取締役常務執行役員 田島 功 

取締役常務執行役員 江藤 英一 

取締役常務執行役員 德永 賢治 

取締役上席執行役員 岩立 康也 

取締役執行役員 神谷 英文 

取締役（非業務執行） 碇山 浩美 

取締役（社外） 眞部 利應 

取締役（社外） 益戸 正樹 

 

（２）監査役 

監査役 田辺 雄一 

監査役 成松 正規 

監査役（社外） 前田 晃伸 

監査役（社外） 片岡 義広 

監査役（社外） 武内 英史 

 

（３）取締役以外の執行役員 

上席執行役員 井芹 幸治 

上席執行役員 荒川 浩二 

執行役員 馬原 康郎 

執行役員 大塚 直哉 

執行役員 竹下 信之 

執行役員 池田 誠 

執行役員 髙本 芳郎 

執行役員 多田 理一郎 

 

  



３．株式会社鹿児島銀行 

（１）取締役 

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 菊永 富広 

常務取締役 赤塚 典久 

常務取締役 碇山 浩美 

常務取締役 塚原 清太 

取締役 松前 邦昭 

取締役 竹之下 浩美 

取締役 宮脇 道秋 

取締役（非業務執行） 山木 仁 

取締役（社外） 樋渡 利秋 

取締役（社外） 山重 慎二 

 

（２）監査役 

監査役 田中 博幸 

監査役 海ケ倉 浩文 

監査役（社外） 武盛 武士 

監査役（社外） 松嶋 希会 

 

（３）執行役員 

常務執行役員 松永 裕之 

常務執行役員 矢野 隆一 

執行役員 菊永 栄一郎 

執行役員 北ノ園 雅英 

執行役員 陣之内 武 

執行役員 光岡 信昭 

執行役員 川原 哲郎 

執行役員 坂之上 久之 

   

  



４．九州ＦＧ証券株式会社 

（１）取締役 

取締役社長 （代表取締役） 西本 純一 

取締役副社長（代表取締役） 金城 明 

取締役 最上 剛 

取締役 中村 勉 

 

  （２）監査役 

監査役 長谷川 潮 

 

以 上 


