
  
     

平成２９年５月１２日 

各 位 

 

会 社 名   株式会社 千葉興業銀行 

代表者名   取締役頭取  青柳 俊一 
（コード番号：8337 東証第１部） 

問合せ先  常務執行役員 

経営企画部長 神田 泰光 

                                    043－243－2111（大代表） 

 

 

 

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 
 

 

株式会社 千葉興業銀行（頭取 青柳 俊一）は、本日開催しました取締役会において、代表取締役  

及び役員の異動を下記の通り決定及び内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．代表者の異動  （ 平成２９年６月２８日付 ） 

 

（１） 新任代表取締役 

取締役副頭取・ＣＯＯ   松丸 隆一 （現 常務執行役員） 

（２） 退任代表取締役 

                  梅村 星児 （現 取締役副頭取・ＣＯＯ） 

 

２．その他役員の異動 

＜取締役＞    （ 平成２９年６月２８日付 ） 

（１） 新任取締役候補者 

社外取締役        山田 英司 （現 日本電子計算株式会社 代表取締役社長 
株式会社エヌ･ティ･ティ･データ 顧問） 

（２） 退任取締役 

     社外取締役        萩野 善教 

 

＜監査役＞    （ 平成２９年６月２８日付 ） 

（１） 新任監査役候補者 

    社外監査役        安藤 正紀 （現 安田企業投資株式会社 代表取締役社長） 

（２） 退任監査役 

社外監査役        鈴木 伸弥 

 



 

＜執行役員＞ 

（１） 昇任執行役員  （ 平成２９年５月１２日付 ） 

常務執行役員      池田 成樹 （現 執行役員） 

常務執行役員      神田 泰光 （現 執行役員 経営企画部長） 

 

（２） 新任執行役員  （ 平成２９年６月２８日付 ） 

     執行役員        古山 隆志 （現 人事部長） 

 

（３） 退任執行役員  （ 平成２９年６月２８日付 ） 

 常務執行役員      伊藤 広成  ちば興銀ビジネスサービス株式会社 
取締役副社長に就任予定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新任代表取締役の氏名及び略歴 

 

             まつまる  りゅういち 

氏 名       松 丸  隆 一 （昭和３４年８月１日生 ５７歳） 

 

学 歴       中央大学法学部（昭和５８年３月卒業） 

 

職 歴   昭和５８年４月 株式会社富士銀行(現 みずほ銀行) 入行 

平成元年１０月 株式会社スイス富士銀行(現 スイスみずほ銀行)出向 

平成６年１１月 富士証券株式会社(現 みずほ証券)出向 

平成１４年４月 みずほ証券株式会社 資本市場第４部 部長 

平成２０年２月 株式会社みずほ銀行 船橋支店長 

平成２２年８月 みずほインベスターズ証券株式会社 

(現 みずほ証券) 執行役員 

平成２６年６月 確定拠出年金サービス株式会社 代表取締役社長 

平成２９年５月 当行 常務執行役員（現職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新任取締役候補者の氏名及び略歴 

 
やまだ    えいじ 

氏 名       山 田  英 司 （昭和３０年７月１８日生 ６１歳） 

 

学 歴       北海道大学法学部（昭和５３年３月卒業） 

 

職 歴   昭和５３年４月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 入社 

平成１３年６月 株式会社エヌ･ティ･ティ･データ 

金融システム事業本部 金融ビジネス企画本部長 

平成１４年４月 同社 ビジネス開発事業本部 決済ビジネス事業部長 

平成１６年５月 同社 決済ソリューション事業本部 副事業本部長 

平成１７年６月 同社 執行役員 

   平成２３年６月 同社 取締役常務執行役員 

平成２４年６月 同社 代表取締役副社長執行役員 

   平成２７年６月 同社 顧問（現職） 

     日本電子計算株式会社 代表取締役社長（現職） 

 

 

 

 

 

新任監査役候補者の氏名及び略歴 

 
あんどう   まさのり 

氏 名       安 藤  正 紀 （昭和３１年９月２８日生 ６０歳） 

 

学 歴       同志社大学経済学部（昭和５４年３月卒業） 

 

職 歴   昭和５４年 ４月 安田生命保険相互会社 

(現 明治安田生命保険相互会社) 入社 

平成１７年 ４月 明治安田生命保険相互会社 

  総合法人第二部 財務担当次長 

平成１８年１０月 同社 融資推進部 部長 

   平成２３年 ６月 安田企業投資株式会社 代表取締役専務 

平成２６年 ６月 同社 代表取締役社長（現職） 

 



 

異動後の取締役・監査役・執行役員 

（平成２９年６月２８日付） 
 

＜取締役＞ 

取締役頭取・ＣＥＯ（代表取締役）  青柳 俊一 

取締役副頭取・ＣＯＯ（代表取締役） 松丸 隆一 （新任） 

専務取締役専務執行役員       星野 智史 

常務取締役常務執行役員       立野 嘉明 

取締役（社外取締役）        戸谷 久子 

取締役（社外取締役）        山田 英司 （新任） 

 

＜監査役＞ 

常勤監査役             稲葉 保実 

常勤監査役             松井 一登 

監査役（社外監査役）        五日市 喬弘 

監査役（社外監査役）        安藤 正紀 （新任） 

 

＜役付執行役員＞ 

常務執行役員            加藤 重人 

常務執行役員            尾地 隆一郎 

常務執行役員            梅田 仁司 

常務執行役員            池田 成樹 （昇任） 

常務執行役員            神田 泰光 （昇任 現 経営企画部長） 

 

＜執行役員＞ 

   執行役員              戸田 恭央 （現 本店営業部長） 

   執行役員              横山  均  （現 総務部長） 

   執行役員              下間 章雄 （現 千葉支店長） 

   執行役員              白井 克己 （現 法人戦略部長） 

執行役員              田中 啓之 （現 経営企画部担当部長） 

執行役員              古山 隆志 （新任 現 人事部長） 

 

以上 

 

 


