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役員等の異動に関するお知らせ 

 

 当行は、2021 年 4 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について内定しまし

たのでお知らせいたします。 

  

 

 

記 

 

１．取締役の異動 

(1) 昇任予定取締役 

2021年６月 29日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において昇任の予定であります。 

常務取締役 桑原 幹也（現 取締役 法人事業部長） 

 

(2) 新任取締役候補 

2021年６月 29日開催予定の定時株主総会において選任予定であります。 

取締役  前田  央（現 執行役員 高岡支店長） 

取締役  本多  力（現 執行役員 市場金融部長） 

取締役  島倉 勇人（現 人事企画部長） 

 

(3) 退任予定取締役 

2021年６月 29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。 

取締役  横田  格（現 取締役顧問） 

   常勤顧問に就任予定であります。 

取締役  釣  安孝（現 非常勤取締役） 

取締役  八幡 正之（現 非常勤取締役） 

取締役  水上 豊治（現 取締役 コンプライアンス／フィデューシャリー・ 

デューティー部長） 

 



２．監査役の異動 

(1) 新任監査役候補 

2021年 6月 29日開催予定の定時株主総会において選任予定であります。 

常勤監査役 水上 豊治（現 取締役 コンプライアンス／フィデューシャリー・ 

デューティー部長） 

 

(2) 退任予定監査役 

2021年 6月 29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。 

   常勤監査役 島田 秀二 

   ※ ティ・エフ保険サービス株式会社代表取締役会長に就任予定 

 

３．執行役員の異動 

(1) 新任執行役員候補（2021年 6月 29日付） 

 執行役員 高島  寧（現 経営管理部長） 

 執行役員 岩田 勝之（現 金沢支店長） 

 

(2) 退任予定執行役員（2021年 6月 29日付） 

 執行役員 柿下  正（現 執行役員 監査部長） 

 執行役員 前田  央（現 執行役員 高岡支店長） 

 執行役員 本多  力（現 執行役員 市場金融部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

本件に関するお問合せ先 

総合企画部経営企画グループ  本島
もとしま

 

（TEL．076-424-1219） 



新任取締役候補者の略歴 

 前
まえ

 田
だ

  央
なかば

 1961年 ９月 26日生 

 

   1985年 ４月 当行入行 

   2005年 １月 東大通支店長 

   2007年 ４月 イオンＦＢ支店長 

   2010年 ４月 昭和町支店長 

   2012年 ４月 砺波支店長 

   2016年 ４月 富山南センター支店長 

   2018年 ４月 経営管理部長 

   2020年 ４月 高岡支店長 

   2020年 ７月 執行役員 高岡支店長（現任） 

 

 本
ほん

 多
だ

  力
つとむ

 1963年 ３月 27日生 

 

   1985年 ４月 当行入行 

   2003年 ９月 審査部業務推進役 

   2004年 10月 砺波支店長 

   2009年 ４月 営業企画部営業推進役 

   2012年 ６月 高岡支店副支店長 

   2016年 ４月 ニューセンター支店長 

   2018年 ４月 市場金融部長 

   2020年 ７月 執行役員 市場金融部長（現任） 

 

 島
しま

 倉
くら

  勇
はや

 人
と

 1963年 12月２日生 

 

   1986年 ４月 当行入行 

   2004年 ３月 滑川支店長 

   2007年 ４月 営業企画部営業推進役 

   2009年 ４月 大沢野支店長 

   2011年 ４月 高岡中央支店長 

   2013年 ６月 金融商品サービス部長 

   2017年 11月 ビジネスプラザ支店長 

   2019年 ５月 人事企画部副部長 

   2020年 ３月 人事企画部長（現任） 

 



新任監査役候補者の略歴 

 水
みず

 上
かみ

  豊
とよ

 治
はる

 1956年 ７月５日生 

 

   1979年 ４月 当行入行 

   2003年 １月 富山南センター支店長 

   2009年 ６月 人事企画部長 

   2012年 ７月 執行役員 人事企画部長 

   2015年 １月 執行役員 営業企画部長 兼 個人営業推進室長  

兼 地域貢献室長 

   2015年 ６月 取締役 営業企画部長 兼 個人営業推進室長  

兼 地域貢献室長 

   2017年 ４月 取締役 高岡支店長 

   2020年 ４月 取締役 コンプライアンス／フィデューシャリー・ 

デューティー部長（現任） 

 

 

  



新任予定執行役員の略歴 

 高
たか

 島
しま

  寧
やすし

 1962年 10月 16日生 

 

   1985年 ４月 当行入行 

   2005年 ４月 北の森支店長 

   2009年 ４月 高山支店長 

   2010年 10月 営業企画部営業推進役 

   2011年 ５月 黒部支店長 

   2015年 10月 本店営業部副部長 

   2017年 ４月 堤町支店長 

   2018年 ４月 ニューセンター支店長 

   2020年 ４月 経営管理部長（現任） 

 

 岩
いわ

 田
た

  勝
かつ

 之
ゆき

 1962年 ４月 16日生 

 

   1986年 ４月 当行入行 

   2004年 ３月 上市支店長 

   2007年 ４月 営業企画部営業推進役 

   2009年 10月 ビジネスプラザ支店主任営業推進役 

   2011年 ４月 ビジネスプラザ支店副支店長 

   2014年 ２月 審査部業務推進役 

   2015年 ４月 融資統括部業務推進役 

   2017年 10月 高岡支店副支店長 

   2018年 ４月 富山南センター支店長 

   2020年 ４月 金沢支店長（現任） 

 

 

 

以 上 

 

 

  



【ご参考】 

  2021年 6月 29日付での取締役、監査役及び執行役員の体制は次の通り予定しております。 

 

１．取締役（13名） 

氏 名 新役職名 現役職名 

金岡 純二 代表取締役会長 代表取締役会長 

野村  充 代表取締役頭取 代表取締役頭取 

桑原 幹也 常務取締役 法人事業部長 

兼 リテール部長 

取締役 法人事業部長 

田中  豊 非常勤取締役 取締役 総合企画部長 

松田 圭司 取締役 人事企画部長 

兼 コンプライアンス／フィデュ

ーシャリー・デューティー部長 

取締役 コーポレート部長 

兼 東京支店長 

兼 東京事務所長 

長谷  聡 取締役 事務統括システム部長 

兼 ダイレクトバンキング部長 

取締役 総合企画部 デジタルイノ

ベーション室長 

兼 ダイレクトバンキング部長 

兼 支店部長 

四谷 英久 取締役 経営管理部長 

兼 支店部長 

取締役 リテール部長 

前田  央（新任） 取締役 高岡支店長 執行役員 高岡支店長 

本多  力（新任） 取締役 コーポレート部長 

兼 東京支店長 

兼 東京事務所長 

執行役員 市場金融部長 

島倉 勇人（新任） 取締役 総合企画部長 人事企画部長 

川原 義仁 社外取締役 社外取締役 

金岡 克己 社外取締役 社外取締役 

谷垣 岳人 社外取締役 社外取締役 

・ 田中豊は、株式会社富山ファイナンス取締役副社長に就任予定であります。 

 

２．監査役（４名） 

氏 名 新役職名 現役職名 

戸田 雅也 監査役 監査役 

水上 豊治（新任） 監査役 取締役 コンプライアンス／フィデ

ューシャリー・デューティー部長 

河合  隆 社外監査役 社外監査役 

瀧脇 俊彦 社外監査役 社外監査役 

 

３．執行役員（３名） 

氏 名 新役職名 現役職名 

林  英樹 執行役員 監査部長 執行役員 事務統括システム部長 

高 島  寧（新任） 執行役員 市場金融部長 経営管理部長 

岩田 勝之（新任） 執行役員 金沢支店長 金沢支店長 

 


