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平成２９年５月２９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）  

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 当行は、平成２９年５月２９日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の 

異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせします。 

なお、本役員人事につきましては、平成２９年６月２９日開催予定の第１１３期定時株主総会  

および株主総会終了後の取締役会において決定する予定です。 

 

記 

1． 代表取締役の異動 

(1) 新任予定代表取締役 

専務取締役        山本 惠三      （現 常務取締役） 

専務取締役        西川 義教      （現 常務取締役） 

(2) 退任予定代表取締役 

（現 専務取締役）    河野 雅人 

    （現 常務取締役）    遠藤 明弘 

 

2． その他役員の異動 

(1) 昇格予定取締役 

常務取締役        千頭 正一      （現 取締役お客様サービス部長） 

 

(2) 新任取締役候補 

取締役          磯部 時夫      （現 大阪支店長） 

取締役          松木 久和      （現 今治支店長） 

取締役（社外）      一色 昭造 

 

(3) 退任予定取締役 

   （現 社外取締役）     吉野内 直光 
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(4) 新任監査役候補 

常勤監査役        木原 盛展      （現取締役審査第一部長 

兼審査第二部長兼審査第三部長） 

(5) 退任予定監査役 

（現 非常勤監査役）     吉岡 寿治 

            

以上 

新任予定代表取締役 

 専務取締役 

 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 取締役東京支店長兼東京事務所長 

           平成２６年 ６月 常務取締役 

                    現在に至る 

           所有株数   ６，７０６株 

 

専務取締役 

 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 取締役東京支店長兼東京事務所長 

           平成２９年 ２月 常務取締役 

                    現在に至る 

           所有株数   ２，８００株 
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昇格予定取締役 

 常務取締役 

 チカミ ショウイチ  

千頭 正一     昭和３３年 ３月２６日生 

          （職歴） 

          昭和５５年 ４月 当行入行 

          平成１８年１１月 事務部次長 

          平成２３年 ８月 事務部担当部長（事務センター） 

          平成２６年 ８月 人事教育部付出向考査役（㈱ひめぎんソフト） 

          平成２８年 ６月 取締役お客様サービス部長 

                   現在に至る 

 

新任取締役候補者 

  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１５年 ２月 企画広報部調査役 

          平成１７年 ２月 企画広報部次長 

          平成２０年 ２月 企画広報部副部長 

          平成２１年 ２月 企画広報部担当部長 

          平成２２年 ２月 西条支店長兼ローンセンター長（西条） 

          平成２４年 ６月 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 

兼宇和島地区センター長 

           平成２８年 ６月 大阪支店長 

                   現在に至る 

 

マツキ ヒサカズ  

松木 久和    昭和３７年 ２月 ９日生 

          （職歴） 

          昭和５９年 ４月 当行入行 

          平成１６年 ８月 森松支店長 

          平成１９年 ８月 本店営業部次長 

          平成２２年 ８月 人事教育部副部長 

          平成２３年１０月 八幡浜支店長 

          平成２７年 ２月 末広町支店長 

          平成２８年 ６月 今治支店長兼ローンセンター長（今治） 

                   現在に至る 
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イッシキ ショウゾウ 

一色 昭造    昭和１７年１２月１０日生 

          （職歴） 

          昭和４０年 ４月 運輸省 入省 

          昭和６２年 １月 運輸審議会 首席審理官 

          平成 元年 ６月 海上保安庁第 9管区海上保安本部長 

          平成 ３年 ６月 運輸政策局 情報管理部長 

          平成 ４年１２月 同 辞職 

          平成 ７年 ９月 石崎汽船㈱代表取締役社長 

          平成１７年 ６月 松山観光港ターミナル㈱代表取締役社長 

          平成２７年 ４月 松山市教育委員 

          平成２７年 ９月 石崎汽船㈱代表取締役会長 

                   現在に至る 

 

新任監査役候補 

キハラ モリノブ 

木原 盛展     昭和３４年 １月２１日生 

          （職歴） 

          昭和５７年 ４月 当行入行 

          平成１２年 ２月 金生支店長 

          平成１５年 ８月 営業統括部推進役 

          平成１６年 ８月 岡山支店長 

          平成１９年 ８月 伯方支店長 

          平成２１年 ５月 個人ローン部長 

          平成２２年 ６月 取締役個人ローン部長 

          平成２４年 ６月 取締役監査部長 

平成２５年 ２月 取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治） 

平成２７年 ２月 取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長 

                   現在に至る 

 

 

 

以上 

 


