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平成 29年 3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 ) 

取締役等の異動に関するお知らせ 

当行は、本日（平成 29年 3月 23日）開催の取締役会において、下記のとおり取締役等の異動につい

て、決定または内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．取締役の異動（平成 29年 4月 3日付） 

    取締役専務執行役員        木内 照朗  （現 取締役常務執行役員） 

    取締役               入江  澄  （現 取締役常務執行役員） 

        

Ⅱ．執行役員の異動 

１．平成 29年 3月 31日付の異動（執行役員の退任） 

伊丹  修 〔現 常務執行役員〕 退任後は「百十四リース株式会社」営業本部副本部長に

就任し、6月に同社代表取締役専務執行役員に就任予定 

２．平成 29年 4月 3日付の異動 

（１）昇任執行役員 

専務執行役員  松本 信二  （現 常務執行役員 ） 

常務執行役員  大山  揮一郎 （現 執行役員 岡山支店長） 

常務執行役員  豊嶋 正和  （現 執行役員 経営企画部長） 

常務執行役員  監査部長 田村 忠彦  （現 執行役員 監査部長） 

常務執行役員  頼富 俊哉  （現 執行役員 丸亀支店長） 

常務執行役員  藤村 晶彦  （現 執行役員 大阪支店長） 
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（２）執行役員の担当の変更 

執行役員 地域創生部長           三宅 雅彦  （現  執行役員 個人営業部長） 

  執行役員 大阪支店長       天野 延悦  （現  執行役員 観音寺支店長） 

  執行役員 東京支店長兼      黒川 裕之  （現 執行役員 東京支店長兼 

       東京公務担当部長                  東京公務担当部長兼 

                                 東京事務所長） 

（３）新任執行役員 

執行役員 市場国際部長      澁江 政興  （現 市場国際部長） 

執行役員 事務統括部長      穴田 和久   （現 事務統括部長） 

執行役員 経営企画部長      佐久間 達也 （現 経営企画部副部長） 

執行役員 岡山支店長       中山 正史   （現 新宿支店長） 

執行役員 観音寺支店長      東原 隆啓   （現 営業統括部副部長） 

 

Ⅲ．第 148期定時株主総会開催日（平成 29年 6月 29日予定）付の異動（内定） 

 〔  〕内は平成 29年 4月 3日現在の役職 

１．新任取締役候補者 

取締役常務執行役員 大山  揮一郎 〔常務執行役員〕 

取締役常務執行役員 豊嶋 正和  〔常務執行役員〕 

２．退任予定取締役 

入江  澄〔取締役〕 退任後は「百十四ビジネスサービス株式会社」代表取

締役社長に就任予定 

 

 

 

 

 

＊ 監査等委員会設置会社への移行による役員の異動につきましては決定次第お知らせいたします。 
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Ⅳ．新任取締役候補者の略歴 

新役職名 取締役常務執行役員 

氏 名     大山 揮一郎 （おおやま きいちろう） 

生年月日 昭和 34年 6月 25日生 

出 身 地     香川県 

職 歴     昭和 58年 4月 当行入行 

 平成 19年 7月 東京支店副支店長 

 平成 20年 7月 本店営業部副部長 

 平成 23年 4月 広島支店長 

 平成 25年 4月 営業統括部副部長 

 平成 26年 4月 執行役員岡山支店長 

現在に至る 

 

新役職名 取締役常務執行役員 

氏 名     豊嶋 正和（とよしま まさかず） 

生年月日 昭和 38年 3月 5日生 

出 身 地     香川県 

職 歴     昭和 60年 4月 当行入行 

 平成 23年 10月 営業統括部副部長 

 平成 24年 4月 融資部副部長 

 平成 25年 4月 経営企画部長 

 平成 27年 4月   執行役員 経営企画部長 

現在に至る 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件に関するお問い合わせ先： 

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３日現在） 

             

 

代表取締役 取締役会長    渡邊 智樹       

代表取締役 取締役頭取              綾田 裕次郎     

代表取締役 取締役専務執行役員 香川 亮平  

 取締役専務執行役員 木内 照朗   （昇任） 

 取締役常務執行役員 西川 隆治 

 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  入江  澄 

 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 

 専務執行役員   松本 信二   （昇任） 

            常務執行役員             大山  揮一郎    （昇任） 

            常務執行役員                         豊嶋 正和      （昇任） 

            常務執行役員    監査部長             田村 忠彦      （昇任） 

            常務執行役員                   頼富 俊哉      （昇任） 

      常務執行役員                   藤村 晶彦      （昇任） 

            執行役員  松原 哲裕 

 執行役員 地域創生部長 三宅 雅彦 

 執行役員 営業統括部長 白鳥 一雄 

 執行役員 金融業務部長 善勝 光一 

 執行役員 大阪支店長 天野 延悦 

 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 

 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  

      執行役員    市場国際部長     澁江 政興     （新任） 

            執行役員        事務統括部長     穴田 和久      （新任） 

            執行役員        経営企画部長     佐久間 達也    （新任） 

            執行役員        岡山支店長      中山 正史      （新任） 

            執行役員        観音寺支店長     東原 隆啓      （新任） 
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