
 

平成 29年 5月 12日 

各  位 

       会 社 名  株式会社 福 井 銀 行 

       代表者名  代表執行役頭取  林 正博 

       （コード番号  8362  東証 第一部） 

       問合せ先  経営企画グループマネージャー 

                                          三﨑 喜章 

（TEL 0776-24-2030） 

 

取締役および執行役の異動について 

 

 株式会社福井銀行（頭取 林正博、本店 福井県福井市）は、平成 29 年 6 月 24 日開催予定の定時株

主総会での承認および同株主総会終了後に開催される取締役会での決議を条件に、取締役および執行

役の異動を内定いたしましたのでご案内いたします。 

 

記 

 

【１】 取締役候補者の決定について 

１． 取締役候補者 

（１）再任候補者  

氏 名 現 職 

伊東 忠昭 取締役会長 

林  正博 取締役兼代表執行役頭取 

朝倉 真博 取締役兼代表執行役専務 企画本部長 

佐野 慎治 取締役 

吉川 奈奈 社外取締役 

内上 和博 社外取締役 

南保  勝 社外取締役 

 

（２）新任候補者 

氏 名 現 職 

湯浅  徹 執行役 本店エリア統括店長兼本店営業部長 

佐竹 範之 執行役員 武生エリア統括店長兼武生支店長 

 

 

 

 

 



 

 

２． 新任取締役候補者の略歴等 
氏        名 

（生年月日） 
略歴、地位及び担当 

ゆあさ とおる 

湯 浅  徹 
（昭和 37年 3月 8日生） 

 

昭和 61年 4月 当行入行 
平成 13年 9月 当行福井市役所支店長 
平成 15年 4月 当行福井西ｴﾘｱ営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長兼福井西ｴﾘｱ統括副支店長 
平成 18年 6月 当行新規専担ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
平成 18年 8月 当行本店営業部副部長 
平成 20年 6月 当行越前海岸ｴﾘｱ統括店長兼越前町支店長 
平成 21年 9月 当行勝山支店長 
平成 24年 5月 当行武生ｴﾘｱ統括店長兼武生支店長 
平成 25年 6月 当行執行役員 武生ｴﾘｱ統括店長兼武生支店長 
平成 27年 4月 当行執行役員 本店ｴﾘｱ統括店長兼本店営業部長 
平成 27年 6月 当行執行役 本店ｴﾘｱ統括店長兼本店営業部長 
 現在に至る 

さたけ  のりゆき 

佐 竹 範 之 
（昭和 38年 11月 17日生） 

昭和 61年 4月 当行入行 
平成 15年 2月 当行上北野支店長 
平成 16年 12月 当行金沢ｴﾘｱ営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
平成 18年 2月 当行個人営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ個人営業企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
平成 18年 10月 当行ﾘﾃｰﾙ営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾃｰﾙ営業企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
平成 21年 4月 当行坂井町支店長 
平成 23年 1月 当行小松支店長 
平成 25年 9月 当行経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 
平成 27年 4月 当行執行役員 武生ｴﾘｱ統括店長兼武生支店長 

  現在に至る 

 

３．退任予定取締役 

取締役兼常務執行役  中嶋 浩顕（福井信用保証サービス株式会社代表取締役社長就任予定） 

取締役兼常務執行役  井上 哲夫（株式会社福銀リース代表取締役社長就任予定） 

 

【２】執行役候補者の開示について 

１． 執行役候補者 

（１）再任候補者 ※印は取締役兼任 

  氏 名 現 職 

※代表執行役頭取 林  正博 代表執行役頭取 

※代表執行役専務 朝倉 真博 代表執行役専務 企画本部長 

※常務執行役 湯浅  徹 執行役 本店エリア統括店長兼本店営業部長 

 執行役 前田 英之 執行役 営業支援副本部長 融資支援グループマネージャー 

 執行役 渡辺  統 執行役 リスク統括グループマネージャー 

 

（２）新任候補者  

  氏 名 現 職 

※常務執行役 佐野 慎治 取締役 

 執行役 長谷川 英一 執行役員 敦賀エリア統括店長兼敦賀支店長 



 

 

２．新任執行役候補者の略歴等 
氏        名 

（生年月日） 
略歴、地位及び担当 

さの    しんじ 

佐 野 慎 治 

（昭和 37年 5 月 3 日生） 

昭和 61年 4月  当行入行 

平成 15年 7月  当行粟野支店長 

平成 18年 3月  当行経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画ﾁｰﾑｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 

平成 19年 11月 当行経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画ﾁｰﾑｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ兼秘書室長 

平成 20年 6月  当行経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ法務ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ兼お客さま相談室長 

平成 22年 9月  当行経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ兼お客さま相談室長 

平成 23年 8月  当行ﾘｽｸ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ兼お客さま相談室長 

平成 26年 6月  当行取締役 

                 現在に至る 

はせがわ  えいいち 

長 谷 川 英 一 

（昭和 39年 7 月 5 日生） 

昭和 63年 4月  当行入行 

平成 17年 5月  当行営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ法人営業ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

平成 19年 1月  当行法人営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ法人営業ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ兼海外支援ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

平成 19年 3月  当行法人営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

平成 19年 11月 当行富山ｴﾘｱ統括店長兼富山支店長 

平成 20年 10月 当行富山ｴﾘｱ統括店長兼富山支店長兼富山南支店長 

平成 22年 9月  当行企業ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

平成 23年 8月  当行融資ｸﾞﾙｰﾌﾟ融資ﾁｰﾑ企業ｻﾎﾟｰﾄ室長 

平成 25年 2月  当行営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

平成 27年 4月  当行執行役員 敦賀ｴﾘｱ統括店長兼敦賀支店長 

                 現在に至る 

 

３．退任予定執行役   

常務執行役  中嶋 浩顕（福井信用保証サービス株式会社代表取締役社長就任予定） 

常務執行役  井上 哲夫（株式会社福銀リース代表取締役社長就任予定） 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係の方よりのお問合せ先 

株式会社 福井銀行   経営企画グループ   ブランド戦略チーム  

 担当  白崎  TEL  ０７７６－２５－８００４ 



 

 

（別紙） 

【平成 29年 6月 24日以降の経営体制（予定）】 

役  名 氏  名 

 取締役 会長 伊東 忠昭 

 取締役 兼 代表執行役頭取 林  正博 

 取締役 兼 代表執行役専務 朝倉 真博 

 取締役 兼 常務執行役 佐野 慎治 

 取締役 兼 常務執行役 湯浅  徹 

 取締役 佐竹 範之 

 社外取締役 吉川 奈奈 

 社外取締役 内上 和博 

 社外取締役 南保  勝 

 執行役 前田 英之 

 執行役 渡辺  統 

 執行役 長谷川 英一 

 

 

 


