
 令和元年 5 月 10 日 

各      位 

会 社 名    株式会社    栃 木 銀 行 

代表者名   取締役頭取  黒本 淳之介 

（コード番号  8550      東証第一部） 

問合せ先   秘書室長 

中山 聡 

      （TEL 028-633-1241） 
 

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 

 

 当行は、令和元年 5 月 10 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動（令和元年 6 月 27 日付

予定）について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 
 

記 

 

１. 異動の理由 

急激な経営環境の変化のもと、経営体制の強化・充実を図り、より一層の事業発展を目指すものであ

ります。 

 

２. 代表取締役の異動 

（１） 昇任予定代表取締役 

代表取締役副頭取   植木 栄    （現 専務取締役） 

（２）  退任予定代表取締役 

代表取締役副頭取   荒井 卓    

 

３. その他の役員の異動 

（１）  昇任予定取締役 

専務取締役     猪俣 佳史  （現 常務取締役） 

常務取締役     橋本 佳明  （現 取締役越谷支店長） 

   （２）  新任取締役候補者 

取締役       砂山 直久  （現 陽南支店長） 

取締役       仲田 裕之  （現 管理部長） 

社外取締役     亀岡 晶子  （現 弁護士 栃木県弁護士会） 

（旧姓及び職務上の氏名 中西 晶子） 

  （３）  退任予定取締役    

  社外取締役     井橋 吉一 

  （４）  新任常勤監査役候補者    

常勤監査役     栗原 弘一   （現 事務システム部執行役員部長） 

  （５）  退任予定常勤監査役 

            常勤監査役     小林 隆雄 

 

４. 就退任予定日 

令和元年 6 月 27 日 



  

 

昇任予定代表取締役副頭取の氏名および略歴 

 

新役職名     代表取締役副頭取 

 

氏  名     植木 栄 （うえき さかえ） 

 

出 身 地     栃木県 

 

生年月日     昭和３３年１月１２日生 （６１歳） 

 

略  歴     昭和５５年 ４月 当行入行 

平成１３年 ６月 幸手支店 支店長 

平成１６年 ６月 馬場町支店 支店長 

平成１８年１０月 営業統括部ＣＳ推進室 室長 

平成２０年 ６月 東京支店 支店長 兼 東京事務所 所長 

         平成２２年 ６月 取締役 審査部長委嘱 

         平成２５年 ６月 常務取締役 審査部長委嘱 

         平成２６年 ６月 常務取締役 

平成３０年 ６月 専務取締役 

         令和 元年 ６月 代表取締役副頭取就任（予定） 

 

 

所有株式数                   ３６，１００株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

昇任予定専務取締役の氏名および略歴 

 

氏  名     猪俣
いのまた

 佳史
よしふみ

   昭和３４年９月２日生 （５９歳） 

 

略  歴     昭和５８年 ４月 当行入行 

平成１７年１０月 経営企画部 主任調査役 

平成２１年 ６月 陽東桜が丘支店 支店長 

平成２３年 ６月 今市支店 支店長 

平成２５年 ６月 取締役 法人営業部長委嘱 

         平成２７年 ６月 取締役 経営企画部長兼関連事業室長委嘱 

         平成２９年 ６月 常務取締役 経営企画部長兼関連事業室長委嘱 

         平成３０年 ６月 常務取締役 

         令和 元年 ６月 専務取締役就任（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇任予定常務取締役の氏名および略歴 

 

氏  名     橋本
はしもと

 佳
よし

明
あき

   昭和３６年１０月２７日生 （５７歳） 

 

略  歴     昭和５９年 ４月 当行入行 

平成１８年 ６月 蒲生西支店 支店長 

平成２１年 ６月 真岡西支店 支店長 

平成２３年 ６月 黒磯支店 支店長 

平成２６年 ６月 東京支店 支店長 兼 東京事務所 所長 

         平成２８年 ６月 取締役 営業統括部長委嘱 

         平成３０年 ６月 取締役 越谷支店長委嘱 

         令和 元年 ６月 常務取締役就任（予定） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



新任取締役候補者の氏名および略歴 

 

氏  名     砂山
いさやま

 直
なお

久
ひさ

   昭和３９年１０月１２日生 （５４歳） 

 

略  歴     昭和６２年 ４月 当行入行 

平成２０年 ６月 烏山支店 支店長 

平成２２年 ６月 小金井支店 支店長 

         平成２４年 ６月 矢板支店 支店長 

         平成２７年 ６月 小山東支店 支店長 

平成２９年 ４月 陽南支店 支店長 

         令和 元年 ６月 取締役就任（予定） 

 
 
 
 

氏  名     仲田
な か だ

 裕之
ひろゆき

   昭和４０年４月２９日生 （５４歳） 

 

略  歴     昭和６３年 ４月 当行入行 

平成２１年 ６月 東越谷支店 支店長 

平成２４年 ６月 宇都宮駅前支店 支店長 

         平成２７年 ４月 法人営業部 企業支援室 室長 

         平成３０年 ６月 管理部 部長 

         令和 元年 ６月 取締役就任（予定） 

 
 
 
 

氏  名     亀岡
かめおか

 晶子
あ き こ

   昭和５４年３月４日生 （４０歳） 

 

略  歴     平成１７年 ４月 最高裁判所司法研修所 入所 

平成１８年 ９月 最高裁判所司法研修所 修了 

平成１８年１０月 弁護士登録（東京弁護士会） 

         平成１８年１０月 露木・赤澤法律事務所 入所 

平成２３年 ２月 露木・赤澤法律事務所 退所 

         平成２３年 ２月 弁護士登録（栃木県弁護士会） 

平成２３年 ２月 弁護士法人ほたか総合法律事務所 入所 

         令和 元年 ６月 当行取締役就任（予定） 

 
 
 

 

 

 



新任常勤監査役候補者の氏名および略歴 

 

氏  名     栗原
くりはら

 弘一
こういち

   昭和３２年１１月２４日生 （６１歳） 

 

略  歴     昭和５５年 ４月 当行入行 

平成１５年１０月 壬生支店 支店長 

平成１８年 ４月 古河支店 支店長 

平成２０年 ６月 大袋支店 支店長 

         平成２２年 ６月 金融サービス部 部長 

         平成２３年 ６月 人事部 部長 

         平成２７年 ６月 事務システム部 部長 

平成２７年 ７月 事務システム部 執行役員部長 

         令和 元年 ６月 常勤監査役就任（予定） 

 


