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「委員会設置会社」への移行および新たな「経営体制」について 
 

 株式会社福井銀行（頭取 市橋七郎、本店 福井県福井市）は、平成 19 年 6 月 23 日開催予定の株主総

会での承認を条件に、委員会設置会社への移行および新たな経営体制を決定いたしましたのでご案内い

たします。これにより「経営監督機能強化」と「迅速な意思決定」がより一層可能となるとともに、「透

明性の高いガバナンス態勢」が構築可能になると考えております。 
 

記 
 
１．「委員会設置会社」への移行について 
 
 （１）「委員会設置会社」への移行目的  

① 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢強化 
 現在の取締役会は、業務執行機能と経営の監督機能とを兼務しておりますが、委員会設置会

社ではこれらが分離されることでガバナンス態勢がより一層強化されます。 
 ② 業務執行の決定権限の委譲による業務執行のスピードアップ 
     取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に委譲されるため、迅速な業務執行が可能

となります。 
 ③ 社外取締役が過半数を占める３委員会の設置による経営の透明性向上 

社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の各委員会が取

締役人事・役員報酬の決定ならびに監査を実施するため、経営の透明性が向上いたします。 
 

 （２）委員会設置会社での「取締役会」の役割  
 委員会設置会社の「取締役会」は、主に経営の基本方針等の決定を行うとともに「取締役会」

が選任した「執行役」等の職務の執行の監督を実施いたします。 
 

 （３）「３委員会」の主な役割について  
 主な役割 

「指名委員会」 ・株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の決定 

「監査委員会」 

・取締役および執行役の職務執行の監査 
・監査報告の作成 
・株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに再任しないこと

の議案の内容の決定 

「報酬委員会」 ・取締役および執行役の個人別報酬等の内容決定に関する方針ならびに内容

の決定 



※各「委員会」は３名以上の取締役（過半数が社外取締役）で構成され、各委員会の委員は「取

締役会」で選定されることになります。ただし「監査委員会」の委員に選定される取締役は「執

行役」を兼務できません。 
 

 （４）委員会設置会社での「執行役」の役割について  
   執行役が、取締役会から委任を受けた事項についての業務執行の決定ならびに業務の執行を行

うことになります。また、会社を代表するのは「執行役」となり、１名以上の代表執行役を置く

ことになります。 
 
 
 
２．新たな「経営体制」について 

 取締役については定時株主総会において、取締役の所属委員会および執行役については定時株

主総会終了後の取締役会において正式に決定されます。 
 

（１） 取締役候補者（６名） 
氏  名 所属予定委員会 現  職 

取締役     市橋 七郎 指名委員会 代表取締役頭取 
取締役     毛利 俊則 報酬委員会 代表取締役専務 
取締役          清水  正一 監査委員会 監査グループマネージャー 
取締役（社外）  野村  直之 監査委員会、指名委員会 取締役（社外） 
取締役（社外）  野村  一榮 指名委員会、報酬委員会 監査役（社外） 
取締役（社外）  吉川  奈奈 報酬委員会、監査委員会 － 
 
 

（２） 執行役候補者（４名） 
氏  名 現  職 

取締役 兼 代表執行役頭取   市橋 七郎 代表取締役頭取 
取締役 兼 代表執行役専務   毛利 俊則 代表取締役専務 
        常務執行役  伊東 忠昭 常務取締役 
        常務執行役  村田 治夫 常務取締役 

 
 
（３） 退任予定役員  

取 締 役    森  順一 
常勤監査役    本多 奥右衞門 
監査役（社外）  熊澤  喜太郎 
監査役（社外）  野村 一榮 
監査役（社外）  坂下 勝明 

   監 査 役    三上 護 
 
 
 



 
（４） 新任取締役候補の略歴  

 しみず  まさかず 

 清水 正一 （昭和２８年９月４日生） 
        昭和４７年 ４月 当行入行 
        平成１２年 ９月 当行上北野支店長 
        平成１５年 ２月 当行武生西支店長兼武生北支店長 
        平成１７年 ４月 当行武生西支店長 
        平成１８年 ２月 当行監査グループマネージャー 
                 現在に至る 

のむら  かずえ 

野村 一榮 （昭和１２年１１月１日生） 
        昭和４２年 ２月 野村一榮税理士事務所開業 
        昭和４３年 ２月 行政書士登録 
        昭和５７年 ５月 社会保険労務士登録開業（現在に至る） 
               昭和５８年１１月 株式会社野村マネジメントプランニング 

                  代表取締役（現在に至る） 
         平成 ７年 ６月 北陸税理士会会長 
        平成 ７年 ７月 日本税理士会連合会副会長 
        平成 ９年 ７月 北陸税理士会顧問（現在に至る） 
        平成 ９年 ７月 日本税理士会連合会相談役（現在に至る） 

                         平成１３年１１月 鯖江商工会議所会頭（現在に至る） 
          平成１６年 ６月 当行監査役 

                      現在に至る 
   きっかわ なな 

吉川 奈奈  （昭和４５年７月７日生） 
        平成 ７年 ４月 東京地方裁判所判事補 
        平成 ９年 ４月 旭川地方裁判所判事補 
        平成１２年 ４月 東京地方裁判所判事補 
        平成１６年 ４月 東京家庭裁判所八王子支部判事補 
        平成１７年 ４月 東京地方裁判所八王子支部判事 
        平成１８年 ３月 退官 
        平成１８年 ４月 杉原・きっかわ法律事務所勤務 
                 現在に至る 

 
当行は、この新体制のもとでコーポレートガバナンス態勢の一層の強化に努めてまいります。 

以 上 
 

＜本件に対するお問合わせ＞    株式会社 福井銀行  経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画ﾁｰﾑ  
                          （ 佐野・ 西 ） TEL 0776－25－8004 



 
＜ご参考＞ 
 
 
「委員会設置会社」移行後の当行ガバナンス態勢  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株  主  総  会 

     

   「取 締 役 会」 
  （意思決定や業務執行の監督を行います。） 

解
任 

選
任 

選定・解職

「指名委員会」 
（過半数は社外取締役）

  執 行 役 
 （取締役会から委任を受けた意思決定や 

   業務の執行を行います。） 

    「会 議」 
 （執行役による合議で意思決定を行います。）  

報告 

取締役候補者の決定 

取 締 役 （社内・社外） 

「報酬委員会」 
（過半数は社外取締役）

適法性・妥当性監査 
適法性・妥当性監査 

解
任 

選
任 

報
告 

「監査委員会」 
（過半数は社外取締役）


