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平成 29年 2月 23日 

各 位 

会 社 名 株式会社 百 十 四 銀 行 

代 表 者 名 取締役頭取 渡 邊 智 樹 

 (コ－ド番号：8386、東証第１部) 

問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 豊嶋 正和 

 ( TEL. 087 - 836 - 2787 ) 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

当行は、本日（平成 29 年 2 月 23 日）開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異

動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1． 異動の理由 

現中期経営計画「ベスト・パートナーズ・プラン」（平成 26 年 4 月から平成 29 年 3 月）のも

と実施してきた「リテール取引の徹底推進」、「市場運用力の強化」及び「組織力・人材力の強

化」を踏まえ、新しい経営体制で本年 4 月より開始する新中期経営計画を推進することで、企

業価値を一層高めるとともに、地域並びに当行の持続可能性の向上を図る。 

2． 異動する代表取締役の氏名及び役職名 

代表取締役 取締役会長 渡邊 智樹 （現 代表取締役 取締役頭取） 

代表取締役 取締役頭取 綾田 裕次郎 （現 代表取締役 取締役専務執行役員） 

3． 異動する代表取締役の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数 

（千株） 

渡邊 智樹 

昭和27年3月9日 

昭和 49年 4月 当行入行 

平成 15年 1月 大阪支店長 

平成 16年 6月 取締役東京支店長 

平成 18年 3月 取締役東京支店長兼東京公務部長 

平成 18年 6月 常務取締役経営企画部長 

平成 19年 6月 常務取締役 

平成 20年 6月 代表取締役 取締役専務執行役員 

平成 21年 6月 代表取締役 取締役頭取（現職） 

70 

（平成 28年 9月 30日現在） 
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氏名 

生年月日 
略歴 

所有株式数 

（千株） 

綾田 裕次郎 

昭和34年5月10日 

昭和 57年 4月 当行入行 

平成 18年 3月 栗林支店長 

平成 20年 4月 名古屋支店長 

平成 22年 4月 営業統括部長 

平成 24年 4月 執行役員東京支店長兼東京公務担

当部長 

平成 24年 10月 執行役員東京支店長兼東京公務担

当部長兼東京事務所長 

平成 26年 4月 常務執行役員 

平成 27年 6月 取締役常務執行役員 

平成 28年 4月 代表取締役 取締役専務執行役員

（現職） 

486 

（平成 28年 9月 30日現在） 

 

4． 異動予定日 

平成 29 年 4 月 1 日 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合せ先】 

経営企画部 広報 CSR グループ 太田（康） 【電話】087-836-2916 
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取締役、監査役及び執行役員の新体制  

（平成 29年 4月 1日現在） 

          

   代表取締役 取締役会長             渡邊 智樹 （昇任） 

   代表取締役 取締役頭取             綾田裕次郎 （昇任） 

   代表取締役 取締役専務執行役員         香川 亮平 

         取締役常務執行役員         入江  澄 

         取締役常務執行役員         西川 隆治 

         取締役常務執行役員         木内 照朗 

         取締役常務執行役員         小槌 和志  

         取締役常務執行役員         森  孝司  

         取締役〈社外〉           金森 越哉 

         取締役〈社外〉           井原 理代 

         常任監査役             平尾 幸夫 

         常勤監査役             里見 昌信  

         監査役〈社外〉           桑城 秀樹 

         監査役〈社外〉           小林 一生 

         監査役〈社外〉 伊藤 純一  

 

         常務執行役員            伊丹  修 

         常務執行役員            松本 信二 

 

         執行役員              松原 哲裕 

         執行役員   監査部長       田村 忠彦 

         執行役員   個人営業部長     三宅 雅彦 

         執行役員   営業統括部長     白鳥 一雄 

         執行役員   丸亀支店長      頼富 俊哉 

         執行役員   岡山支店長      大山揮一郎 

         執行役員   金融業務部長     善勝 光一 

         執行役員   観音寺支店長     天野 延悦 

         執行役員   大阪支店長      藤村 晶彦 

         執行役員   経営企画部長     豊嶋 正和 

         執行役員   総務部長兼      組橋 和浩 

                コンプライアンス法務室長 

         執行役員   東京支店長兼     黒川 裕之 

                東京公務担当部長兼 

                東京事務所長 

         執行役員   今治支店長      近藤 弘行 

         執行役員   本店営業部長     石川 徳尚 


