
   
 

平成 22 年５月 14 日 
各 位 

会 社 名 株式会社名古屋銀行 
代表者名 取締役頭取 簗瀬 悠紀夫 
（コード：8522、東証・名証第一部） 

問合せ先 総合企画部長 鵜飼 昌吾 
（TEL．052－951－5911） 
 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

当行は、平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動

について内定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．役員の異動 

（1）代表取締役の異動 
・ 新任予定代表取締役 

平成 22 年６月 29 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において選任予定 
常務取締役 山本 恭久 （現 常務取締役） 
 

（2）その他役員の異動 
・ 新任取締役候補 

平成 22 年６月 29 日開催予定の定時株主総会において選任予定 
取締役 岩田 冨男 （現 執行役員 上前津エリア エリア長兼上前津支店 支店長） 
取締役 古川 義之 （現 執行役員 事務システム部 部長） 
 

・ 退任予定取締役 
平成 22 年６月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 
専務取締役  宗田 勝博  
常務取締役  桑  則夫  
 

２．執行役員の異動 

・ 新任執行役員候補（平成 22 年６月 29 日付） 
執行役員  古本 恭久 （現 営業統括部 部長） 
執行役員  横田 真一 （現 人事部 部長） 
執行役員  石井 秀晴 （現 個人営業部 部長） 

 



 

新任代表取締役候補略歴 

 

山本
やまもと

 恭久
やすひさ

 

生年月日  昭和 27 年 12 月 ９日生 

学  歴  昭和 50 年 ３月  愛知大学 法経学部 卒業 

職  歴  昭和 50 年 ４月  株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 ８年 １月  稲沢支店 支店長 

  平成 10 年 ６月  総合企画部 次長 

  平成 14 年 ６月  東京支店 支店長 

  平成 15 年 ６月  総合企画部 部長 

  平成 16 年 ２月  小島プレス工業株式会社 

取締役 総務統括部 部長 

  平成 17 年 ６月  取締役 総合企画部 部長 

  平成 20 年 ６月  常務取締役 本店営業部 部長 

  平成 21 年 ９月  常務取締役、現在に至る 

 
以上 



 

 
新任取締役候補略歴 

 

岩田
いわた

 冨男
とみお

 

生年月日  昭和 29 年 ９月 25 日生 

学  歴  昭和 52 年 ３月 名古屋大学 経済学部 卒業 

職  歴  昭和 52 年 ４月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 ９年 １月 神守支店 支店長 

  平成 11 年 ４月 守山支店 支店長 

  平成 13 年 ４月 営業統括部 統括次長 

  平成 13 年 11 月 瀬戸支店 支店長 

  平成 16 年 １月 人事部 副部長 
  平成 18 年 ６月 融資部 部長 
  平成 20 年 ６月 執行役員 融資部 部長 
  平成 22 年 ４月 執行役員 上前津エリア エリア長 

兼上前津支店 支店長、現在に至る 

 

古川
ふるかわ

 義之
よしゆき

 

生年月日  昭和 28 年 ４月 23 日生 

学  歴  昭和 52 年 ３月 早稲田大学 商学部 卒業 

職  歴  昭和 52 年 ４月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 ９年 ６月 日進支店 支店長 

  平成 10 年 ６月 稲沢支店 支店長 

  平成 12 年 ６月 川原通支店 支店長 

  平成 14 年 ４月 システム部 統括次長 

  平成 15 年 １月 システム部 副部長 
  平成 19 年 ６月 事務システム部 部長 
  平成 20 年 ６月 執行役員 事務システム部 部長、現在に至る 

 

以上 



 

新任執行役員候補略歴 
 

古本
ふるもと

 恭久
やすひさ

 

生年月日  昭和 30 年 ８月 20 日生 

学  歴  昭和 53 年 ３月 名古屋大学 経済学部 卒業 

職  歴  昭和 53 年 ４月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 11 年 ４月 神守支店 支店長 

  平成 13 年 ４月 小牧支店 支店長 

  平成 14 年 ６月 総合企画部 統括次長 

  平成 15 年 ６月 総合企画部 副部長 

  平成 17 年 ４月 八熊支店 支店長 
  平成 19 年 ６月 尾張東エリア エリア長兼春日井支店 支店長 
  平成 21 年 １月 営業統括部 部長、現在に至る 

 

横田
よこた

 真一
しんいち

 

生年月日  昭和 31 年 １月 １日生 

学  歴  昭和 54 年 ３月 横浜国立大学 経営学部 卒業 

職  歴  昭和 54 年 ４月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 12 年 ６月 総合企画部 次長 企画グループ 

  平成 13 年 ６月 味美支店 支店長 

  平成 15 年 ６月 内田橋支店 支店長 

  平成 16 年 10 月 本店営業部 副部長 

  平成 19 年 11 月 名古屋西エリア エリア長兼名古屋駅前支店 支店長 
  平成 21 年 １月 人事部 部長、現在に至る 

 

石井
いしい

 秀
ひで

晴
はる

 

生年月日  昭和 30 年 １月 16 日生 

学  歴  昭和 52 年 ３月 愛知大学 法経学部 卒業 

職  歴  昭和 52 年 ４月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

  平成 ９年 ６月 東京事務所 主任調査役 

  平成 11 年 ６月 瓦町支店 支店長 

  平成 13 年 ６月 蒲郡支店 支店長 

  平成 15 年 １月 営業統括部 主任推進役 

  平成 17 年 ４月 営業統括部 副部長 
  平成 19 年 11 月 個人営業部 部長、現在に至る 

 
以上 


	 　　 

