
平成 21 年 5 月 19 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 26 日開催の第 89 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 21 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 個人部長 川上 晋 個人部長 

執行役員 住宅ローン推進部長 斉藤 昌宏 住宅ローン推進部長 

 
２．顧問委嘱 

新役職名（予定） 氏 名 現役職名 

顧問 片岡 和行 
三菱 UFJ リース㈱ 常務執行役員 
 西日本事業カンパニー担当 
 西日本業務部長兼務 
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【平成 21 年 6 月 26 日付】 
 
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）役付取締役の異動 

新役職名（予定） 氏 名 現役職名 

専務取締役 兼 専務執行役員 瀧川 明秀 常務取締役 兼 常務執行役員 

 
 （2）新任取締役候補 

新役職名（予定） 氏 名 現役職名 
専務取締役 兼 専務執行役員 片岡 和行 顧問 
取締役 兼 執行役員 西 隆史 執行役員国際業務部長 

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

新役職名（予定） 氏 名 現役職名 

常勤監査役 上木 昌憲 東京支店長 兼 東京事務所長 

監査役 宇澤 久典 住之江興業㈱代表取締役会長 

 
 （5）退任予定監査役 

現役職名 氏 名 新役職名（予定） 

常勤監査役 谷口 良文 近畿信用保証㈱常勤監査役に就任予定 

監査役 岡本 和夫 － 

 
以 上 

 
 

本件に関するお問い合わせ ： 経営企画部（広報） 奥 Tel 072-433-4131 
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（略歴） 
 
１．新任取締役（平成 21 年 6 月 26 日付） 
 

新役職名 専務取締役　兼　専務執行役員

氏　　名 片岡  和行 （かたおか　かずゆき）

生年月日 昭和27年 5月19日生

最終学歴 昭和51年 3月 大阪大学法学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行

平成 8年 1月 同大美野支店長

平成 9年 6月 同業務本部支店部上席指導役

平成10年 5月 同人事部副部長
平成14年 1月 UFJ銀行(現三菱東京UFJ銀行) 人事部副部長
平成14年 4月 同大阪法人営業第3部長
平成14年 7月 同大阪法人営業第2部長
平成16年 5月 同企業部（大阪）部長（部付）
平成16年 9月 同執行役員法人カンパニー長補佐（西日本地区担当）
平成17年 6月 UFJセントラルリース 執行役員大阪支店長
平成18年 6月 同常務執行役員大阪支店長
平成19年 4月 三菱UFJリース 常務執行役員 西日本事業カンパニー副担当
平成20年 4月 同西日本事業カンパニー担当
平成21年 4月 同西日本業務部長兼務

 

新役職名 取締役　兼　執行役員

氏　　名 西  隆史 （にし　たかし）

生年月日 昭和26年12月9日生

最終学歴 昭和51年 3月 立命館大学法学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 7年 4月 当行新金岡支店長

平成 8年 4月 当行春木支店長

平成 9年 6月 当行高石支店長

平成11年 4月 当行市場国際部長

平成14年 4月 当行市場金融部長

平成15年 1月 当行人事部長

平成19年 6月 当行業務管理部長

平成20年 2月 当行国際業務部長

平成20年 6月 当行執行役員　国際業務部長

 
 
 
２．新任執行役員（平成 21 年 6 月 1 日付） 
 

新役職名 執行役員

氏　　名 川上   晋 （かわかみ　すすむ）

生年月日 昭和31年 1月22日生

最終学歴 昭和54年 3月 慶応義塾大学法学部卒業

職　　歴 昭和54年 4月 当行入行

平成10年 6月 当行市場国際部次長

平成11年11月 当行春木支店長　兼　大宮支店長

平成12年10月 当行春木支店長

平成13年 4月 当行支店部指導役

平成15年 1月 当行市場金融部長

平成19年 6月 当行個人部長
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株式会社 泉 州 銀 行 
（略歴） 

新役職名 執行役員

氏　　名 斉藤  昌宏 （さいとう　まさひろ）

生年月日 昭和29年11月25日生

最終学歴 昭和54年 3月 立命館大学経済学部卒業

職　　歴 昭和54年 4月 当行入行

平成10年 6月 当行住之江支店長

平成11年 7月 当行人事部次長

平成11年11月 当行経営企画部人事室長

平成12年 4月 当行人事部次長

平成13年 4月 当行人事部副部長

平成14年 4月 当行支店部指導役

平成15年 5月 当行阪南ブロック統括店長　兼　阪南支店長

平成19年 1月 当行住宅ローン推進部長

 
 
３．新任監査役候補（平成 21 年 6 月 28 日付） 

新役職名 常勤監査役

氏　　名 上木   昌憲 （うえき　まさのり）

生年月日 昭和28年 9月15日生

最終学歴 昭和51年 3月 関西学院大学経済学部卒業

職　　歴 昭和51年 4月 当行入行

平成 6年 4月 当行国際部ニューヨーク駐在員事務所長

平成 9年 1月 当行国際部次長

平成 9年 6月 当行東岸和田支店長

平成11年 4月 当行高石支店長

平成12年 4月 当行初芝支店長　兼　白鷺支店長　兼　北野田支店長

平成12年10月 当行初芝ブロック統括店長　兼　初芝支店長

平成15年 2月 当行難波支店長

平成16年 6月 当行東京支店長　兼　東京事務所長

 

新役職名 監査役

氏　　名 宇澤   久典 （うざわ　ひさのり）

生年月日 昭和15年 3月29日生

最終学歴 昭和39年 3月 大阪大学法学部卒業

職　　歴 昭和39年 4月 南海電気鉄道㈱入社

昭和63年 7月 同社総務部長

平成 4年 6月 同社理事

平成 7年 6月 同社常任監査役

平成 9年 6月 同社取締役　経営計画室長

平成10年 6月 同社常務取締役　経営計画室長

平成10年10月 同社常務取締役　経営政策室長

平成11年 6月 同社常務取締役　経営統括本部副本部長

平成13年 6月 同社常務取締役　経営統括本部長

平成14年 6月 同社常務取締役　経営政策本部長

平成15年 6月 同社代表取締役専務　経営政策本部長　法務部・監査部担当

平成17年 6月 同社代表取締役副社長　執行役員　法務監査部担当

平成19年 6月 住之江興業㈱　代表取締役会長

 


