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平成 30年５月 15日 

各 位 

会 社 名 トモニホールディングス株式会社 

代表者名 取締役社長兼ＣＥＯ 遠山 誠司 

（コード番号 8600 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三 

（TEL 087-812-0102） 

 

当社並びに子会社における代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ 

 

当社並びに当社子会社である株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行は、本日開催の

各々の取締役会において、下記のとおり代表取締役及びその他の役員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．異動の内容 

（１）トモニホールディングス（平成 30年６月 27日付） 

①代表取締役の異動 

○異動予定の代表取締役 

代表取締役会長      遠山 誠司 （現 代表取締役社長兼ＣＥＯ） 

代表取締役社長兼ＣＥＯ  中村  武 （現 代表取締役専務） 

取締役副社長       吉田 雅昭 （現 代表取締役副社長） 

○退任予定の代表取締役 

代表取締役会長      柿内 愼市 

 

②その他の役員の異動 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

常務取締役        白薊 敬三 （現 グループ戦略部副部長） 

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

取締役副社長       本田 典孝 （現 取締役） 

取締役副社長       吉岡 宏美 （現 取締役） 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役        蒲生 欣史 

取締役          森  真一 

（注）森 真一氏は、退任後、平成 30年６月 28日付で徳島銀行常務取締役に就任予定であります。 

 

（２）徳島銀行（平成 30年６月 26日付） 

①代表取締役の異動 

代表取締役専務      板東 豊彦 （現 専務取締役審査本部長） 

 

②その他の役員の異動 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

常務取締役        森  真一 

取締役執行役員      田中 義人 （現 執行役員大阪支店長） 

（注）森 真一氏は、平成 30年６月 28日付で就任予定であります。 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

取締役          藤井 仁三 

取締役          白薊 敬三 
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（３）香川銀行（平成 30年６月 26日付） 

①代表取締役の異動 

該当ありません。 

 

②その他の役員の異動 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

取締役営業店統括部長   白薊 敬三 

取締役          横手 俊夫 

（注）白薊敬三氏は、退任後、平成 30年６月 27日付でトモニホールディングス常務取締役に就任予定であります。 

○退任予定の監査等委員である取締役 

取締役監査等委員     福川 盛二 

 

（４）大正銀行（平成 30年６月 26日付） 

①代表取締役の異動 

該当ありません。 

 

②その他の役員の異動 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

取締役          村越 和人 （現 執行役員業務部長） 

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役        山本 力士 （現 取締役コンプライアンス部長） 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役        今西 広和 

常務取締役        森  真一 

取締役          角田 昌也 

（注）森 真一氏は、退任後、平成 30年６月 28日付で徳島銀行常務取締役に就任予定であります。 
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２．役員（候補者）の略歴 
（１）トモニホールディングス 

○異動予定の代表取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

遠
とお

 山
やま

 誠
せい

 司
じ

 

昭和 22年３月 30日生 

昭和 45年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 ７年 ６月 同行取締役松山支店長 
平成 ７年 ８月 同行取締役営業推進本部副本部長兼営業第二部長 
平成 10年 ８月 同行常務取締役営業統轄本部長 
平成 11年 ２月 同行常務取締役営業推進本部長 
平成 11年 ６月 同行常務取締役岡山支店長 
平成 12年 ４月 同行常務取締役本店営業部長 
平成 14年 ２月 同行常務取締役融資本部長兼審査一部長 
平成 14年 ６月 同行専務取締役（代表取締役）総合企画本部長 
平成 14年 10月 同行専務取締役（代表取締役）総合企画本部長兼人事部長

兼研修部長 
平成 15年 ３月 同行専務取締役（代表取締役） 
平成 15年 ４月 同行取締役頭取（代表取締役）コンプライアンス統括部担

当 
平成 17年 ６月 同行取締役頭取（代表取締役）業務監査部担当 
平成 18年 ７月 同行取締役頭取（代表取締役） 
平成 22年 ４月 トモニホールディングス㈱代表取締役会長 
平成 24年 ６月 ㈱香川銀行取締役会長（代表取締役）（現任） 
平成 25年 ６月 トモニホールディングス㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ（最高

経営責任者）（現任） 

中
なか

 村
むら

   武
たけし

 

昭和 38年７月 23日生 

昭和 61年 ４月 日本銀行入行 
平成 10年 ５月 同行政策委員会室秘書課調査役 
平成 11年 ７月 同行大阪支店営業課調査役 
平成 14年 ７月 同行経営企画室総務課調査役 
平成 16年 ４月 同行経営企画室総務課企画役 
平成 16年 ７月 同行政策委員会室 業務・組織運営担当 企画役 
平成 18年 ８月 同行文書局企画役 
平成 19年 ４月 同行文書局参事役 
平成 21年 ７月 同行高松支店長 
平成 22年 ７月 同行金融機構局参事役 
平成 24年 ５月 同行業務局審議役 
平成 25年 ５月 同行業務局長 
平成 27年 ６月 同行文書局長 
平成 29年 ４月 同行退職 
平成 29年 ６月 トモニホールディングス㈱代表取締役専務（現任） 

（注）遠山誠司及び中村 武の両氏は、現在当社株式をそれぞれ 42,500株及び 3,000株所有しております。 

 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

白
しら

 薊
ざみ

 敬
けい

 三
ぞう

 

昭和 33年４月 20日生 

昭和 57年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 11年 ８月 同行松山西支店長 
平成 16年 ６月 同行弁天町支店長 
平成 19年 ４月 同行丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店土器町出張所長 
平成 22年 ４月 同行執行役員岡山支店長 
平成 23年 ８月 同行執行役員営業店統括部長 
平成 25年 ４月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 26 年 ８月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長兼営業店統括

部プライベートバンキング室長 
平成 26年 11月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 27年 ６月 同行取締役営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 28年 ４月 同行取締役営業店統括部長（現任） 
        トモニホールディングス㈱グループ戦略部副部長（現任） 
平成 29年 ６月 ㈱徳島銀行取締役（現任） 
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○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

本
ほん

 田
だ

 典
のり

 孝
たか

 

昭和 27年１月 11日生 

昭和 49年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 14年 ６月 同行取締役本店営業部長 
平成 16年 ２月 同行常務取締役 人事研修部・営業店統括部・個人業務部

担当 
平成 17年 ４月 同行常務取締役 人事研修部・総務部・営業店統括部・個

人業務部担当 
平成 17年 ７月 同行常務取締役 人事研修部・営業店統括部・個人業務部

担当 
平成 17年 ８月 同行常務取締役 人事研修部・営業店統括部・個人融資部

担当 
平成 18年 ７月 同行常務取締役 人事研修部・市場金融部・コンプライア

ンス統括部担当 
平成 19年 ６月 同行専務取締役（代表取締役） 人事研修部・総務部・コ

ンプライアンス統括部担当 
平成 21年 ４月 同行専務取締役（代表取締役）管理本部長 
平成 24年 ６月 同行専務取締役（代表取締役）営業本部長 
平成 27年 ６月 同行専務取締役（代表取締役）営業本部長兼個人資産部長 
平成 27年 ８月 同行専務取締役（代表取締役）営業本部長 
平成 29年 ６月 同行取締役頭取（代表取締役）（現任） 
        トモニホールディングス㈱取締役（現任） 

吉
よし

 岡
おか

 宏
ひろ

 美
み

 

昭和 27年 11月３日生 

昭和 51年 ４月 ㈱徳島銀行入行 
平成 13年 ６月 同行取締役営業企画部長 
平成 15年 ６月 同行常務取締役総合企画本部長兼企画部長 
平成 18年 ６月 同行代表取締役専務総合企画本部長兼企画部長 
平成 21年 ２月 同行代表取締役専務総合企画本部長 
平成 22年 ４月 トモニホールディングス㈱取締役（現任） 
平成 23年 ６月 ㈱徳島銀行代表取締役頭取（現任） 
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（２）徳島銀行 

○就任予定の代表取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

板

ばん

 東

どう

 豊

とよ

 彦

ひこ

 

昭和 44年９月 29日生 

平成 ５年 ４月 ㈱徳島銀行入行 
平成 17年 ２月 同行洲本支店長 
平成 19年 ８月 同行東京支店長兼東京事務所長 
平成 21年 ４月 同行人事部長 
平成 22年 ６月 同行執行役員人事部長 
平成 23年 ６月 同行取締役執行役員人事部長 
平成 24年 ６月 同行取締役執行役員総合企画本部長兼リスク統括本部長 
平成 25 年 ６月 同行取締役常務執行役員総合企画本部長兼リスク統括本

部長 
平成 26年 ６月 同行取締役常務執行役員総合企画本部長兼審査本部長 
平成 27年 ６月 同行常務取締役総合企画本部長兼審査本部長 
平成 28年 ６月 同行専務取締役審査本部長（現任） 

 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

森
もり

   真
しん

 一
いち

 

昭和 32年５月９日生 

昭和 55年 ４月 ㈱徳島銀行入行 
平成 16年 ６月 同行取締役本店営業部長 
平成 18年 ６月 同行取締役常務執行役員営業本部長 
平成 19年 ６月 同行取締役常務執行役員営業本部長兼法人営業部長 
平成 21年 ２月 同行取締役常務執行役員営業本部長 
平成 22年 ２月 同行取締役常務執行役員管理本部長兼事務部長 
平成 22年 ５月 同行取締役常務執行役員管理本部長 
平成 23年 ６月 同行取締役常務執行役員リスク統括本部長 
平成 24年 ６月 同行取締役 
        トモニホールディングス㈱取締役常務リスク・コンプライ

アンス部長 
平成 27年 ６月 同社常務取締役リスク・コンプライアンス部長 
平成 28年 ４月 同社取締役（現任） 
        ㈱大正銀行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部

担当、内部監査部副担当 
平成 29年 11月 同行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部担当、

内部監査部副担当、コンプライアンス部長兼お客様サービ
ス室長兼投資事務管理室長 

平成 30年 ２月 同行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部担当、
内部監査部副担当（現任） 

田
た

 中
なか

 義
よし

 人
と

 

昭和 37年４月 15日生 

昭和 62年 ４月 ㈱徳島銀行入行 
平成 15年 ６月 同行審査部次長 
平成 15年 10月 同行福良支店長 
平成 18年 ４月 同行南あわじ支店長 
平成 18年 ７月 同行弁天町支店長 
平成 21年 ７月 同行今治支店長 
平成 24年 ７月 同行審査部長 
平成 28年 ６月 同行執行役員大阪支店長（現任） 
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（３）大正銀行 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

村
むら

 越
こし

 和
かず

 人
と

 

昭和 39年９月 15日生 

昭和 62年 ４月 ㈱大正銀行入行 
平成 16年 ６月 同行高見の里支店長 
平成 17年 11月 同行企画部副部長 
平成 18年 ６月 同行事務部長 
平成 19年 ２月 同行東大阪支店長 
平成 21年 11月 同行国分支店長 
平成 24年 10月 同行業務部副部長 
平成 25年 ５月 同行萱島支店長 
平成 28年 ６月 同行執行役員コンプライアンス部長 
平成 28年 10月 同行執行役員コンプライアンス部長兼お客様サービス室長 
平成 29 年 ８月 同行執行役員コンプライアンス部長兼お客様サービス室長

兼投資事務管理室長 
平成 29年 11月 同行執行役員業務部長（現任） 

 

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

山

やま

 本

もと

 力

りき

 士

し

 

昭和 34年４月 15日生 

昭和 57年 ４月 ㈱大正銀行入行 
平成 15年 ４月 同行本店営業部部付部長 
平成 17年 ６月 同行東大阪支店長 
平成 17年 10月 同行融資企画部長 
平成 19年 10月 同行融資第一部長 
平成 21年 ６月 同行執行役員融資第一部長 
平成 24年 ２月 同行執行役員業務部長 
平成 25年 ５月 同行執行役員人事部長 
平成 28年 ６月 同行取締役人事部長 
平成 30 年 ２月 同行取締役コンプライアンス部長兼お客様サービス室長兼

投資事務管理室長（現任） 
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３．定時株主総会後の当社及び子銀行の役員体制 
（１）トモニホールディングス 

①監査等委員である取締役以外の取締役 
遠山 誠司    代表取締役会長 
中村  武    代表取締役社長兼ＣＥＯ 
本田 典孝    取締役副社長 
吉岡 宏美    取締役副社長 
吉田 雅昭    取締役副社長 
角田 昌也    常務取締役 
藤井 仁三    常務取締役 
白薊 敬三    常務取締役 
横手 俊夫    取締役 

②監査等委員である取締役 
多田  桂    取締役 監査等委員（社外） 
大西 俊哉    取締役 監査等委員（社外） 
大平  昇    取締役 監査等委員（社外） 

③補欠の監査等委員である取締役 
橋本 正司    補欠取締役 監査等委員 

 
（２）徳島銀行 

①監査等委員である取締役以外の取締役 
柿内 愼市    代表取締役会長 
吉岡 宏美    代表取締役頭取 
岡﨑 悦夫    代表取締役専務 
板東 豊彦    代表取締役専務 
森  真一    常務取締役 
佃  充生    常務取締役 
吉岡真喜男    常務取締役 
藤本 浩之    取締役執行役員 
吉尾 政人    取締役執行役員 
田中 義人    取締役執行役員 
本田 利広    取締役（社外） 

②監査等委員である取締役 
吉次 範孫    取締役 監査等委員（社外） 
武市 喜明    取締役 監査等委員 
孝志  茜    取締役 監査等委員（社外） 

③補欠の監査等委員である取締役 
本田 利広    補欠取締役 監査等委員（社外） 

 
（３）香川銀行 

①監査等委員である取締役以外の取締役 
遠山 誠司    取締役会長（代表取締役） 
本田 典孝    取締役頭取（代表取締役） 
山田 径男    常務取締役（代表取締役） 
鎌田 国久    常務取締役（代表取締役） 
近石 政義    常務取締役 
川井 幸治    常務取締役 
長町 亘洋    取締役 
田村 耕三    取締役 
関  幹生    取締役 
蒲生 欣史    取締役 

②監査等委員である取締役 
永田  浩    取締役 監査等委員（社外） 
岩村 浩二    取締役 監査等委員（社外） 
橋本 潤子    取締役 監査等委員（社外） 
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（４）大正銀行 

①監査等委員である取締役以外の取締役 
柿内 愼市    取締役会長 
吉田 雅昭    取締役頭取（代表取締役） 
石井 隆明    専務取締役（代表取締役） 
沖田 拓司    常務取締役 
山城 欽二    常務取締役 
小田 寛明    常務取締役 
山本 力士    常務取締役 
村越 和人    取締役 

②監査等委員である取締役 
橋本  真    取締役 監査等委員 
白井 博雄    取締役 監査等委員（社外） 
吉田 之計    取締役 監査等委員（社外） 
大石 哲史    取締役 監査等委員（社外） 

 

以 上 


