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2021 年３月 24 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  梅田 仁司 

（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 田中 啓之 

                                    043－243－2111（大代表） 

 

 

 

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 梅田 仁司）は、本日開催しました取締役会において、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．監査役       （ 2021 年６月 25 日付 ） 

（１） 新任監査役候補者 

    社外監査役         菊川 隆志 （現 明治安田生命保険相互会社 専務執行役） 

 

（２） 退任監査役 

社外監査役         安藤 正紀   

 

 

 ※上記は、2021 年６月 25 日開催予定の定時株主総会後、正式に決定する予定です。 

 ※新任監査役候補者の略歴等は別紙のとおりです。 

 

２．執行役員 

（１） 昇任執行役員  （ 2021 年４月１日付 ） 

常務執行役員        宮本 昭    （現 執行役員 総合事務部長） 

 

（２） 新任執行役員  （ 2021 年４月１日付 ） 

     執行役員          吉越 善次   （現 柏ブロック長 兼 柏支店長） 

執行役員          尾關 邦斗   （現 営業企画部長） 
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新任監査役候補者の氏名及び略歴 

 
きくがわ    たかし 

氏 名      菊 川  隆 志 （1960 年４月 21 日生 60 歳） 

 

学 歴      同志社大学 法学部（1983 年３月卒業） 

 

職 歴      1983 年 ４月  安田生命保険相互会社入社 

2001 年 ４月  金沢支社長 

2004 年 １月  （合併により明治安田生命保険相互会社に改称）

新宿支社長 

2006 年 ４月  札幌支社長 

2009 年 ４月  コンプライアンス統括部長 

2012 年 ４月  業務部長 

2014 年 ４月  執行役 大阪本部長 

2016 年 ４月  常務執行役 

2020 年 ４月  専務執行役（現職） 

2021 年 ４月  常任顧問（就任予定） 
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異動後の取締役・監査役・執行役員 

（2021 年４月１日付） 

 

＜取締役＞ 

取締役会長（代表取締役）      青柳 俊一 

取締役頭取・ＣＥＯ（代表取締役）  梅田 仁司 

取締役副頭取・ＣＯＯ（代表取締役） 松丸 隆一 

専務取締役・専務執行役員      立野 嘉明 

常務取締役・常務執行役員      神田 泰光 

常務取締役・常務執行役員      白井 克己 

取締役（社外取締役）        戸谷 久子 

取締役（社外取締役）        山田 英司 

取締役（社外取締役）        杉浦 哲郎 

 

＜監査役＞ 

常勤監査役             加藤 重人 

常勤監査役             横山 均  

監査役（社外監査役）        安藤 正紀 

監査役（社外監査役）        坂本 淳一 

 

＜役付執行役員＞ 

常務執行役員            下間 章雄 

常務執行役員            田中 啓之 

常務執行役員            古山 隆志 

常務執行役員            國府田 治 

常務執行役員            宮本 昭  （新任） 

 

＜執行役員＞ 

   執行役員              京増 好一  

執行役員              宮本 昌彦  

執行役員              金杉 毅  

執行役員              青木 剛  

執行役員              森 省一 

   執行役員              吉越 善次 （新任） 

   執行役員              尾關 邦人 （新任） 
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異動後の取締役・監査役・執行役員 

（2021 年６月 25 日付） 

 

＜取締役＞ 

取締役会長（代表取締役）      青柳 俊一 

取締役頭取・ＣＥＯ（代表取締役）  梅田 仁司 

取締役副頭取・ＣＯＯ（代表取締役） 松丸 隆一 

専務取締役・専務執行役員      立野 嘉明 

常務取締役・常務執行役員      神田 泰光  

常務取締役・常務執行役員      白井 克己  

取締役（社外取締役）        戸谷 久子 

取締役（社外取締役）        山田 英司 

取締役（社外取締役）        杉浦 哲郎 

 

＜監査役＞ 

常勤監査役             加藤 重人 

常勤監査役             横山 均  

監査役（社外監査役）        坂本 淳一 

監査役（社外監査役）        菊川 隆志 （新任） 

 

＜役付執行役員＞ 

常務執行役員            下間 章雄 

常務執行役員            田中 啓之 

常務執行役員            古山 隆志 

常務執行役員            國府田 治 

常務執行役員            宮本 昭 

 

＜執行役員＞ 

   執行役員              京増 好一  

執行役員              宮本 昌彦  

執行役員              金杉 毅  

執行役員              青木 剛  

執行役員              森 省一 

   執行役員              吉越 善次 

   執行役員              尾關 邦人 

以上 


