
 平成 27年 5月 8日 

各      位 

会 社 名   株式会社    栃木銀行 
代表者名   取締役頭取   菊池 康雄 

（コード番号  8550      東証第一部） 
問合せ先   常務取締役経営企画部長  

黒本 淳之介 
（TEL．028-633-1241） 

 

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２７年５月８日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動について

下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。本件は、平成２７年６月２６日開催

予定の第１１２期定時株主総会において、正式に決定される予定です。 
 

記 

 

１. 異動の理由 

急激な経営環境の変化のもと、経営体制の強化・充実を図り、より一層の事業発展を目指

すものであります。 

 

２. 代表取締役の異動 

（１）昇任予定代表取締役 

代表取締役副頭取 鷹箸 一成  （現 代表取締役専務） 

 

３. その他の役員の異動 

（１）昇任予定取締役 

専務取締役  荒井 卓   （現 常務取締役本店営業部長委嘱） 

専務取締役  黒本 淳之介  （現 常務取締役経営企画部長兼関連事業室長委嘱） 

常務取締役  和南城 憲一 （現 取締役（首都圏業務担当）） 

（２）新任取締役候補者 

社外取締役  井橋 吉一  （現 株式会社イハシ代表取締役社長） 

（３）退任予定取締役 

専務取締役  菊地 正敏 

（４）新任常勤監査役候補者 

常勤監査役  小林 隆雄  （現 個人ローン部長） 

（５）退任予定常勤監査役 

常勤監査役  木村 壮一    

 

４. 就任予定日 

平成２７年６月２６日 

 



昇任予定代表取締役副頭取の氏名および略歴 

 

新役職名     代表取締役副頭取 

 

氏  名     鷹箸 一成（たかのはし かずなり） 

 

出 身 地     栃木県 

 

生年月日     昭和２９年 ９月 ５日生（６０歳） 

 

略  歴 平成２０年 ９月 当行入行 

     平成２０年 ９月 法人営業部 部長 

     平成２１年 ６月 取締役就任 法人営業部長委嘱 

     平成２３年 ６月 常務取締役就任 

平成２４年 ６月 常務取締役 本店営業部長委嘱 

     平成２５年 ６月 常務取締役 

平成２６年 ６月 代表取締役専務 

平成２７年 ６月 代表取締役副頭取就任（予定） 

 

所有株式数               １８，０００ 株 

 
 

昇任予定専務取締役の氏名および略歴 

 

氏  名     荒井

あ ら い

 卓

たかし

（昭和２９年 １０月 ３日生 ６０歳） 

 

略  歴     昭和５２年 ４月 当行入行 

平成１３年 ６月 兵庫塚支店 支店長 

平成１５年 ６月 人事部 主任調査役 

平成１７年 ６月 東京支店 支店長 

平成２０年 ６月 経営企画部 部長 

平成２１年 ６月 取締役就任 経営企画部長委嘱 

平成２３年 ６月 常務取締役就任 

平成２５年 ６月 常務取締役 本店営業部長委嘱 

         平成２７年 ６月 専務取締役就任（予定） 

 

 

 

 

 



 

氏  名     黒本

くろもと

 淳之

じゅんの

介

す け

（昭和３３年 ７月 ３日生 ５６歳） 

 

略  歴     昭和５６年 ４月 当行入行 

平成１５年 ６月 小山支店 支店長 

平成１８年 ６月 人事部 主任調査役 

平成２０年１０月 人事部 副部長 

平成２１年 ６月 人事部 部長 

平成２３年 ６月 取締役就任 経営企画部長兼関連事業室長委嘱 

平成２６年 ６月 常務取締役就任 経営企画部長兼関連事業室長委嘱 

         平成２７年 ６月 専務取締役就任（予定） 

 

 

 

昇任予定常務取締役の氏名および略歴 

 

氏  名     和

わ

南

な

城

じょう

 憲一

けんいち

（昭和３０年 ５月 ３日生 ６０歳） 

 

略  歴     昭和５３年 ４月 当行入行 

平成１３年１０月 総合企画部 主任調査役 

平成１７年１０月 本店営業部 副部長 

平成１８年１０月 経営企画部 副部長 

平成２０年 ６月 営業統括部 副部長 

平成２１年 ６月 馬場町支店 支店長 

平成２２年 ６月 取締役就任 馬場町支店長委嘱 

平成２５年 ４月 取締役 東京事務所 業務担当 

平成２５年 ６月 取締役 首都圏 業務担当 

平成２７年 ６月 常務取締役就任（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新任取締役候補者の氏名および略歴 

 

氏  名     井橋

い は し

 吉一

よしかず

（昭和２０年 ８月 ２５日生 ６９歳） 

 

略  歴     昭和４４年 ４月 株式会社流通技術研究所入社 

昭和４７年 ４月 同社退社 

昭和４７年 ５月 株式会社イハシ入社 

平成 元年 ５月 同 代表取締役社長 

         平成１２年 ６月 株式会社イハシ産業代表取締役会長 

         平成１２年１０月 社会福祉法人大吉会理事長 

         平成１６年 ５月 株式会社イハシエネルギー代表取締役会長 

         平成２４年 ５月 越谷市商工会会長 

         平成２４年 ５月 一般社団法人越谷市観光協会代表理事 

         平成２７年 ６月 当行取締役就任（予定） 

 

 

新任常勤監査役候補者の氏名および略歴 

 

氏  名     小

こ

林

ばやし

 隆雄

た か お

（昭和３０年３月２４日生 ６０歳） 

 

略  歴     昭和５２年 ４月 当行入行 

         平成１２年 ６月 吉川支店 支店長 

平成１５年 ６月 法人営業部 主任調査役 

平成１８年 ６月 審査部 資産査定室 主任調査役 

平成２０年１０月 監査部 副部長 

平成２２年 ６月 個人ローン部 副部長 

平成２３年 ６月 個人ローン部 部長 

平成２７年 ６月 常勤監査役就任（予定） 

 

以上 


