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平成３０年５月２８日 

各   位 

会社名 株式会社 愛媛銀行 

代表者名 頭取 本田 元広 

（コード番号 8541 東証第 1 部） 

                      問合せ先 企画広報部長 三宅 和彦 

（TEL．089－933－1111）  

 

代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ 

 

 当行は、平成３０年５月２８日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を行うことを 

内定いたしましたのでお知らせします。 

なお、本役員人事につきましては、平成３０年６月２８日開催予定の第１１４期定時株主総会およ

び株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動 

平成３０年６月２８日定時株主総会後の取締役会において選任予定 

取締役会長         本田 元広      （現 頭取） 

頭取            西川 義教      （現 専務取締役） 

副頭取           山本 惠三      （現 専務取締役） 

 

２．その他役員の異動 

（１）昇格予定取締役 

   常務取締役         磯部 時夫      （現 取締役大阪支店長） 

 

（２）新任取締役候補 

取 締 役         矢野 紀行      （現 総務部長） 

 

（３）退任予定取締役 

                 福富 治       （現 常務取締役） 

大植 隆司      （現 取締役事務部長） 

（退任後、株式会社愛媛ジェーシービー副社長就任予定） 

 

（４）新任監査役候補 

   監査役           寺田 浩一      （現 リスク管理部長） 

   

（５）退任予定監査役        

山下 剛志      （現 常勤監査役） 
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３．平成３０年６月２８日以降の役員体制（予定） 

   代表取締役会長       本田 元広 

   代表取締役頭取       西川 義教 

   代表取締役副頭取      山本 惠三 

   常務取締役         大宿 有三 

   常務取締役         日野 満 

   常務取締役         千頭 正一 

   常務取締役         磯部 時夫 

   取締役           坪内 宗士 

   取締役           片岡 靖博 

   取締役           平尾 秀一郎 

   取締役           豊田 将光 

   取締役           松木 久和 

   取締役           矢野 紀行 

   取締役（社外取締役）    武田 峰紀 

   取締役（社外取締役）    一色 昭造 

   常勤監査役         木原 盛展 

   監査役           寺田 浩一 

   監査役（社外監査役）    西澤 孝一 

   監査役（社外監査役）    青野 勝廣 

以上
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新任予定代表取締役 

 取締役会長 

 ホンダ モトヒロ 

本田 元広     昭和２３年 １月 ９日生 

          （職歴） 

          昭和４５年 ４月 当行入行 

          平成 ４年 ２月 尾道支店長 

          平成 ７年 ２月 高松支店長 

          平成１５年 ２月 公務ふるさと部長 

          平成１６年 ８月 人事教育部長    

          平成１８年 ６月 取締役人事教育部長 

           平成１８年 ７月 常務取締役 

           平成２３年 １月 常務取締役（代表取締役） 

           平成２３年 ４月 専務取締役（代表取締役） 

           平成２４年 ６月 頭取（代表取締役） 

 

 頭取 

ニシカワ ヨシノリ  

西川 義教     昭和３７年 ８月 ４日生 

          （職歴） 

          昭和６０年 ４月 当行入行 

          平成１４年 ２月 森松支店長 

          平成１６年 ８月 大洲支店長 

          平成１８年 ３月 三島支店長 

          平成２０年 ８月 本店営業部副部長 

          平成２４年 ２月 本店営業部副部長兼法人推進部長 

          平成２４年 ６月 取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長 

          平成２７年 ７月 取締役東京支店長 

          平成２９年 ２月 常務取締役 

          平成２９年 ６月 専務取締役（代表取締役） 

 

 副頭取 

ヤマモト ケイゾウ  

山本 惠三     昭和３２年 ３月２７日生 

          （職歴） 

          昭和５４年 ４月 当行入行 

          平成１０年 ２月 内子支店長 

          平成１３年 ２月 県庁支店長 

          平成１８年 ３月 広島支店長 

          平成２１年 ２月 今治支店長 

          平成２２年 ２月 大阪支店長 

          平成２４年 ６月 取締役大阪支店長 

          平成２５年 ２月 取締役東京支店長 

          平成２６年 ６月 常務取締役 

          平成２９年 ６月 専務取締役（代表取締役） 
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昇格予定取締役 

 常務取締役 

 イソベ トキオ 

磯部 時夫     昭和３５年 ４月 ６日生 

          （職歴） 

          昭和５８年 ４月 当行入行 

          平成２１年 ２月 企画広報部副部長兼広報担当部長 

          平成２２年 ２月 西条支店長 

          平成２４年 ６月 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 

          平成２８年 ６月 大阪支店長 

          平成２９年 ６月 取締役大阪支店長 

          

新任取締役候補者 

 ヤノ トシユキ 

矢野 紀行     昭和３８年 ２月１３日生 

          （職歴） 

          昭和６１年 ４月 当行入行 

          平成１８年 ３月 古川支店長 

          平成２３年 ２月 企画広報部副部長 

          平成２５年 ２月 企画広報部長 

          平成２７年 ２月 総務部長 

 

新任監査役候補 

テラダ コウイチ  

寺田 浩一     昭和３０年 ８月２０日生 

          （職歴） 

          昭和５３年 ４月 当行入行 

          平成２３年 ２月 リスク管理部 お客様相談所長 

          平成２６年 ６月 リスク管理部長 

          平成２７年 ９月 リスク管理部長（嘱託） 

以上 

 


