
 

2019年 4月 25日 
各 位 

会 社 名  株 式 会 社 中  国  銀  行 
代表者名  取 締 役 頭 取  宮 長 雅 人 

（コード：8382、東証第１部） 
問合せ先  常務執行役員総合企画部長 

平 本  辰 雄 
（TEL：086－223－3111） 

 

 
 
 

代表取締役等の異動に関するお知らせ  
 

当行は、2019年 4月 25日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の
異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、本件につきましては、2019年 6月 26日開催予定の第 138回定時株主総会およびそ

の後の取締役会において正式に決定される予定です。 
 

記 

１．代表者の異動 

 （１）昇格予定代表取締役候補 

加藤 貞則  代表取締役頭取 （現、代表取締役専務） 

  

（２）新任予定代表取締役候補 

     寺坂 幸治  代表取締役専務 （現、常務取締役） 

原田 育秀  代表取締役専務 （現、常務取締役） 

 

（３）退任予定代表取締役 

宮長 雅人 （現、代表取締役頭取 

      退任後、代表権を有さない取締役会長に就任予定） 

青山 肇  （現、代表取締役専務 

退任後、参与(人材育成担当)に就任予定） 

  



 
 
 
２．その他の取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動 
（１）新任予定取締役候補 

平本 辰雄  常務取締役 （現、常務執行役員総合企画部長） 
大原 浩之  常務取締役 （現、執行役員人事部長） 
加藤 裕通  常務取締役 （現、執行役員津山支店長） 

  
（２）退任予定取締役 

浅間 義正  （現、常務取締役  
退任後、中銀リース㈱副社長に就任予定） 

福田 正彦  （現、常務取締役） 
塩飽 和志  （現、取締役常務執行役員倉敷地区本部長 

    退任後、吉備興業㈱専務に就任予定） 
 
３．監査等委員である取締役の異動 
（１）新任予定取締役候補 

     小亀 康太郎 （現、執行役員監査部長） 

 

（２）退任予定取締役 

岡﨑 泰夫  （現、取締役監査等委員 

    退任後、中銀事務センター㈱社長に就任予定） 
 
４．執行役員の異動 
（１）新任予定常務執行役員候補 

三谷 泰輔  （現、執行役員倉敷支店長） 
西明寺 康典 （現、執行役員営業統括部長） 
山本 総一  （現、東京支店長） 

 
（２）退任予定常務執行役員 

     佐藤 伸一  （現、常務執行役員四国地区本部長 
             退任後、中銀証券㈱取締役に就任予定） 
 
（３）新任予定執行役員候補 

宮崎 俊司  （現、福山支店長） 
西宇 建雄  （現、事務企画部長） 
吉本 英明  （現、岡山南支店長） 
渡辺 輝謹  （現、資金証券部長） 
岡垣 岳和  （現、高松支店長） 
山縣 正和  （現、ソリューション営業部長） 



 
 
 

５．新任予定代表取締役候補の略歴  

氏 名 
（生年月日） 主要略歴 

所有株数 
2019 年 3 月 31 日  

現在 

かとう さだのり 

加藤 貞則 
（1957年 8月 23日生） 

 
1981年 4月 
 
2012年 6月 
2013年 6月 
2015年 6月 
2017年 6月 

 
当行入行（鴨方支店長、岡南

支店長、システム部長歴任） 
理事就任 
取締役就任 
常務取締役就任 
代表取締役専務就任、 
現在に至る 

18千株 

てらさか こうじ 

寺坂 幸治 
（1957年 10月 25日生） 

 
1980年 4月 
 
2012年 6月 
2013年 6月 
2017年 6月 

 
当行入行（日生支店長、府中

支店長、融資部長歴任） 
理事就任 
取締役就任 
常務取締役就任、 
現在に至る 

9千株 

はらだ いくひで 

原田 育秀 
（1961年 4月 6日生） 

 
1985年 4月 
 
 
2015年 6月 
2017年 6月 
 
 

 
当行入行（平井支店長、府中

支店長、大阪支店長、福山支

店長歴任） 
執行役員人事部長就任 
常務取締役就任、 
現在に至る 

10千株 

 
 
 
（参考）連結子会社の代表者の異動 
                 新        旧 

中銀事務センター㈱   岡﨑 泰夫    髙見 正孝 
以上 

 
 
 
 
 
 

［本件に関するお問合せ先］ 

㈱中国銀行 秘書室長 清水 
ＴＥＬ：０８６－２２３－３１１１ 



 
 
 
異動後の役員一覧（2019年 6月 26日付予定） 
 
１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 

加藤 貞則   取締役頭取 （代表取締役） 

寺坂 幸治   専務取締役 （代表取締役） 

原田 育秀   専務取締役 （代表取締役） 

宮長 雅人   取締役会長 

    谷口 晋一   常務取締役 

平本 辰雄   常務取締役 

大原 浩之   常務取締役 

加藤 裕通   常務取締役 

佐藤 芳郎   取締役（社外） 

小寺 明    取締役（社外） 
 
２．監査等委員である取締役 

安東 寛倫   取締役監査等委員（常勤） 

小亀 康太郎  取締役監査等委員（常勤） 

西田 三千代  取締役監査等委員（社外） 

古矢 博通   取締役監査等委員（社外） 

西藤 俊秀   取締役監査等委員（社外） 

田中 一宏   取締役監査等委員（社外） 
 
３．執行役員 

浦上 達夫   常務執行役員 
継山 清隆   常務執行役員 
三谷 泰輔   常務執行役員 
西明寺 康典  常務執行役員 
山本 総一   常務執行役員 
小山 敏之   執行役員 
宮崎 俊司   執行役員 
西宇 建雄   執行役員 
吉本 英明   執行役員 
渡辺 輝謹   執行役員 
岡垣 岳和   執行役員 
山縣 正和   執行役員 


