
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成１９年５月１５日

各　　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名    　　株式会社　第　三　銀　行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　取締役頭取　谷　川　憲　三

（コード番号　８５２９　東証・名証第１部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　 執行役員総合企画部長　岩間　弘
（電 話 番 号     　　０５９８－２３－１１１１）

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当行は、平成１９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の異

動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１． 代表取締役の異動

○新  任  
         　　         かいじゅう　 こうまつ

代表取締役専務     海  住   幸 松   （現　常務取締役兼執行役員）

　上記代表取締役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会の承認を得て取締役に選任の上、株主総
会終了後の取締役会で決定される見込です。

○退  任
   まえ   かずのり

前   和 憲        （現　代表取締役専務兼執行役員）
【株式会社サンライフ 代表取締役社長に就任予定】

　上記代表取締役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い退任
される予定です。

２．その他の取締役の異動

○昇  格
　　                まつだ　　ただし
常務取締役      松  田   忠　　（現　取締役兼執行役員本店営業部長）

　上記取締役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会の承認を得て取締役に選任の上、株主総会終
了後の取締役会で決定される見込です。



○新　任

　　はっとり　 　やすお

服  部　 泰 夫　　（現　執行役員営業本部金融サービス部長）
　　はせがわ　　あきら

長谷川  　彰　  　（現　執行役員システム企画部長）
　　おおもり   　ゆうじ

大  森   優 司　　（現　執行役員営業本部法人推進部長）
　　 かわの　 のぼる

川  野    登　  　（現　執行役員企業支援部長）
　　 いわま　 ひろし

岩  間    弘　  　（現　執行役員総合企画部長）

　上記取締役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会の承認を得て決定される見込です。

○退　任

　　 えぐち　　 ゆきお

　　江  口   幸 夫　 　（現　取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長）
　　まつざわ　 たけし

　　松  澤   剛　    　（現　取締役兼執行役員審査第二部長）
    【三重リース株式会社 代表取締役社長に就任予定】

上記取締役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い退任され
る予定です。

３． 監査役の異動

○新　任

 （社外監査役）      よねだ　 みのる

  常勤監査役      米 田   実     （元　日本銀行岡山支店長）
             　　 えぐち　 　 ゆきお

　非常勤監査役    江 口   幸 夫  （現　取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長）

　上記監査役の選任は、来る 6月 28日開催の定時株主総会の承認を得て決定される見込です。

○退　任

　　  ふじい　 しょうぞう

    藤 居   祥 三　　（現　常勤監査役）

　上記監査役は、来る 6月 28日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い退任され
る予定です。



新任代表取締役候補者

かいじゅう こうまつ

海  住 　幸 松（昭和 22年 10月 19日生）
昭和  45年    3月    関西大学法学部卒業
      45年    4月    当行入行
      64年    1月    赤目支店長
平成　 2年    6月    四日市西支店長
       4年    4月    総合企画部企画課長
　　　 7年　  6月　　鈴鹿支店長
　　  10年　  6月　　システム企画部長
      11年　  6月　　取締役システム企画部長
　　  15年　　6月　　常務取締役

　　　　　　　　　 　        現在に至る

新任取締役候補者

はっとり　 やすお

服  部 　泰 夫（昭和 24年 2月 14日生）
昭和  47年    3月    関西学院大学法学部政治学科卒業
      47年    4月    当行入行
平成　 4年    1月    資金証券部資金課長
　　　 8年　  1月　　平田駅前支店長
　　  14年　  6月　　営業本部営業統括部部付部長
      14年　 10月　　営業本部営業統括部投信推進グループ長
　　  16年　　6月　　執行役員　営業本部金融サービス部長
　　　　　　　　　 　 現在に至る

 はせがわ　あきら

長 谷 川　彰（昭和 25年 2月 4日生）
昭和  48年　　3月　　早稲田大学第一商学部卒業
　　  48年　　4月　　当行入行
平成　 5年　　6月　　一身田支店長
　　　 6年　　6月　　審査第一部審査企画課長
　　　 7年　　6月　　総合企画部企画課長
　　　 8年　　8月　　総合企画部主計課長
　　  12年　　6月　　検査部長
　　  13年　　6月　　総務部長
　　  15年　　6月　　執行役員　システム企画部長
　　　　　　　　　　　現在に至る



おおもり　 ゆうじ

大  森   優 司（昭和 26年 6月 3日生）
昭和  49年　　3月　　岐阜経済大学経済学部卒業
　　  49年　　4月　　当行入行
平成　 7年　　6月　　江場支店長
　　  10年　　1月　　白子中央支店長
　　  11年　　6月　　四日市支店長
　　  14年　　6月　　営業本部第二地区本部長
　　  15年　　6月　　執行役員　営業本部個人融資部長
　　  17年　　6月　　執行役員　営業本部法人推進部長
　　　　　　　　　　　現在に至る

かわの　　のぼる

川　野　　登（昭和 26年 6月 21日生）
昭和  50年   3月    近畿大学商経学部卒業
      50年   4月    当行入行
平成　 4年 　1月　　教育部研修課長
　　　 6年 　6月　　人事部人事課長
　　  10年   1月　　上前津支店長
　　  12年   6月　　秘書室長
　　  14年　 6月　　営業本部営業統括部営業渉外グループ長
　　  15年　 6月　　名古屋支店長
　　  17年　 6月　　執行役員　企業支援部長
　　　　　　　　　　 現在に至る

いわま　  ひろし

岩　間　  弘（昭和 29年 9月 13日生）
昭和  52年   3月    名古屋大学経済学部卒業
      52年   4月    当行入行
平成　 8年　 8月　　総合企画部企画課長
　　  10年   1月    石薬師支店長
      12年 　6月    亀山支店長
      13年   6月    営業本部営業統括部営業企画グループ長
　　  15年　 6月　　総合企画部長
      16年　 6月　　執行役員　総合企画部長
　　　　　　　　　   現在に至る



新任監査役候補者

 よねだ　  みのる

米　田　  実（昭和 24年 10月 30日生）
昭和  47年   3月    一橋大学経済学部卒業
      47年   4月    日本銀行入行
平成　 2年　11月　　同行人事局研修課長
　　   7年  12月    同行大分支店長
      11年 　4月    同行岡山支店長
　　  13年　 6月　　豊和銀行 取締役 証券国際部長
      15年　 6月　　同行 常務取締役
      17年   9月    株式会社 シー・アイ・シー 取締役 営業開発部長
      19年   4月    同社退任
　　　　　　　　　   現在に至る

 えぐち　   ゆきお

江　口　  幸  夫（昭和 22年 6月 5日生）
昭和  46年   3月    愛知大学法経学部卒業
      46年   4月    当行入行
平成　 元年　 6月　　猪子石支店長
       3年   7月    平田駅前支店長
       5年   6月    上飯田支店長
　　   7年   6月    堺支店長
      10年 　6月    津支店長
      11年   6月    営業本部営業統括部営業統括グループ部付部長
      12年   6月    営業本部第三地区本部長
      14年   6月    執行役員 営業本部第三地区本部長
      15年   6月    執行役員 営業本部法人推進部長
      17年   6月    取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業統括部長
　　　　　　　　　   現在に至る

以 上


