
平成１９年５月３０日 
 
各  位 

株式会社 泉 州 銀 行 
役員の異動について 

 
 本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしました。 
 なお、取締役と監査役の選任につきましては、本年 6 月 28 日開催の第 87 期定時株主総会において、 
正式に決定する予定です。 

記 
 
【平成 19 年 6 月 1 日付】 
 
１．新任執行役員 

  新役職名（予定） 氏 名 現役職名 
執行役員 人事部長 福地 直哉 泉佐野支店長 
執行役員 事務統括部長 小林 弘明 事務統括部長 
執行役員 経営企画部長 坂戸 豊 経営企画部長 
執行役員 法人部長 安田 雅和 法人部長 
執行役員 国際業務部長 横田 武利 国際業務部長 

 
２．委嘱の変更 

   新役職名（予定） 氏 名 現役職名 
執行役員  辻 太保 執行役員 審査部長 
執行役員  橋本 卓三 執行役員 融資業務部長 

 
 
【平成 19 年 6 月 28 日付】（※下表の現役職名欄は、上記異動がありますので、平成 19 年 6 月 1 日時点で記載しております。） 
  
１．代表者の異動 
    該当ありません。 
 
２．その他の役員の異動 
 （1）新任取締役候補 

  新役職名（予定） 氏 名 現役職名 
取締役 福地 直哉 執行役員 人事部長 
取締役 小林 弘明 執行役員 事務統括部長 

 
 （2）退任予定取締役 
    該当ありません。 
 
（3）新任監査役候補 

  新役職名（予定） 氏 名 現役職名 
常勤監査役 辻 太保 執行役員 

 
 （4）退任予定監査役 

現役職名 氏 名 新役職名（予定） 
常勤監査役 井田 照夫 近畿信用保証㈱常勤監査役に就任予定 

 
 （5）退任予定執行役員 

現役職名 氏 名 新役職名（予定） 
執行役員  辻 太保 常勤監査役に就任予定 
執行役員  橋本 卓三 引き続き、近畿信用保証㈱監査役 

 
以 上 

 
本件に関するお問い合わせ ： 経営企画部（広報） 奥 Tel 072-433-4151 



 
株式会社 泉 州 銀 行 

（略歴） 
 
１．新任執行役員（平成 19 年 6 月 1 日付） 

新役職名 執行役員　人事部長

氏　　名 福地  直哉 （ふくち　なおや）

生年月日 昭和27年 4月22日生

最終学歴 昭和51年 3月 関西大学法学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 9年 6月 当行忠岡支店長

平成11年 7月 当行庶務部長

平成11年11月 当行総務部長

平成12年 6月 当行経営管理部長

平成16年 4月 当行泉佐野ブロック統括店長　兼　泉佐野支店長

新役職名 執行役員　事務統括部長

氏　　名 小林   弘明 （こばやし　ひろあき）

生年月日 昭和29年 3月23日生

最終学歴 昭和52年 3月 京都大学農学部卒業

職　　歴 昭和52年 4月 当行入行

平成 8年 4月 当行浅香山支店長

平成 9年 6月 当行春木支店長　兼　ラパーク出張所長

平成10年 6月 当行営業推進部　マーケティング室長

平成11年11月 当行営業統括部　営業企画室長

平成12年10月 当行難波支店長

平成15年 2月 当行事務統括部長

新役職名 執行役員　経営企画部長

氏　　名 坂戸　豊 （さかと　ゆたか）

生年月日 昭和29年11月22日生

最終学歴 昭和52年 3月 大阪大学経済学部卒業

職　　歴 昭和52年 4月 三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行

平成 9年 1月 堺北支店長

平成12年 4月 当行経営企画部長

平成15年 5月 UFJ銀行(現三菱東京UFJ銀行)

　コンプライアンス統括部副部長　兼　お客さまセンター所長

平成18年 1月 三菱東京UFJ銀行　お客さまご相談部 西日本地区統括部長

平成18年10月 当行経営企画部長

新役職名 執行役員　法人部長

氏　　名 安田　雅和 （やすだ　まさかず）

生年月日 昭和26年 6月10日生

最終学歴 昭和51年 3月 早稲田大学商学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 8年 4月 当行もず支店長

平成10年 6月 当行検査部参事役

平成11年 4月 当行堺西支店長

平成12年 4月 当行営業統括部　営業指導役

平成12年 6月 当行支店部　指導役

平成13年10月 当行昭和町ブロック統括店長　兼　昭和町支店長

平成16年 6月 当行法人部長

新役職名 執行役員　国際業務部長

氏　　名 横田　武利 （よこた　たけとし）

生年月日 昭和28年 4月 １日生

最終学歴 昭和51年 3月 大阪府立大学経済学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 8年 4月 当行津田支店長

平成 9年10月 当行営業推進部次長　兼　相談センター所長

平成10年 6月 当行営業推進部　支店室長

平成11年 4月 当行大阪支店　副支店長

平成12年 4月 当行営業統括部　営業指導役

平成12年 6月 当行支店部　指導役

平成14年 6月 当行堺ブロック統括店長　兼　堺支店長

平成17年 5月 当行国際業務部長



 
株式会社 泉 州 銀 行 

（略歴） 
 
２．新任取締役候補（平成 19 年 6 月 28 日付） 

新役職名 取締役

氏　　名 福地  直哉 （ふくち　なおや）

生年月日 昭和27年 4月22日生

最終学歴 昭和51年 3月 関西大学法学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 9年 6月 当行忠岡支店長

平成11年 7月 当行庶務部長

平成11年11月 当行総務部長

平成12年 6月 当行経営管理部長

平成16年 4月 当行泉佐野ブロック統括店長　兼　泉佐野支店長

平成19年 6月 当行執行役員　人事部長

新役職名 取締役

氏　　名 小林   弘明 （こばやし　ひろあき）

生年月日 昭和29年 3月23日生

最終学歴 昭和52年 3月 京都大学農学部卒業

職　　歴 昭和52年 4月 当行入行

平成 8年 4月 当行浅香山支店長

平成 9年 6月 当行春木支店長　兼　ラパーク出張所長

平成10年 6月 当行営業推進部　マーケティング室長

平成11年11月 当行営業統括部　営業企画室長

平成12年10月 当行難波支店長

平成15年 2月 当行事務統括部長

平成19年 6月 当行執行役員　事務統括部長

 
 
３．新任監査役候補（平成 19 年 6 月 28 日付） 

新役職名 常勤監査役

氏　　名 辻   太保 （つじ　もとやす）

生年月日 昭和24年 9月25日生

最終学歴 昭和48年 3月 立命館大学経営学部卒業

職　　歴 昭和48年 4月 当行入行

平成 7年10月 当行和泉南支店長

平成 9年 6月 当行枚方北支店長

平成11年 4月 当行東岸和田支店長

平成12年 6月 当行貝塚支店長　兼　東貝塚支店長　兼　二色の浜支店長

平成12年10月 当行貝塚ブロック統括店長　兼　貝塚支店長

平成15年 5月 当行執行役員　本店ブロック統括店長　兼　本店営業部長

平成17年 5月 当行執行役員　審査部長

平成19年 6月 当行執行役員

 


