
 
 

 

2022 年５月 11 日 

各      位 

会 社 名  株式会社 愛知銀行 

代表者名  取締役頭取 伊藤 行記 

（コード番号：8527 東証プライム・名証プレミア） 

問合せ先  執行役員総合企画部長 伊藤 謙二 

（TEL．052 － 251 － 3211 ） 

 

役員等の異動に関するお知らせ 
 

 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動について内定いたしました

ので、お知らせいたします。 

  

 記 

 

１．役員の異動 

（１）昇格予定取締役 

     常務取締役      吉川 浩明（現 取締役） 

    （６月 24 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において昇格の予定であります） 

 

（２）新任予定取締役（監査等委員である取締役を除く） 

     取締役       伊藤 謙二（現 執行役員総合企画部長） 

    （６月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります） 

 

（３）新任予定取締役（監査等委員である取締役） 

     監査等委員（社外） 中尾 善彦 

監査等委員（社外） 松野 恒博 

監査等委員（社外） 村田 知英子 

    （６月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定であります） 

 

 （４）退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く） 

    取締役       村林 茂（共栄株式会社代表取締役に就任予定） 

    （６月 24 日開催の定時株主総会終結をもって退任の予定であります） 

 

（５）退任予定取締役（監査等委員である取締役） 

    監査等委員（社外） 桂川 明 

監査等委員（社外） 林 俊保 

    （６月 24 日開催の定時株主総会終結をもって退任の予定であります） 



 
 

２．取締役の委嘱 

 ６月 24 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において委嘱の予定であります。 

専務取締役 藏冨 宣彦   コンプライアンス・リスク統括部 担当 

常務取締役 松野 裕泰   証券外国部、審査部 担当 

常務取締役 吉川 浩明   事務統括部 担当 

取締役   田口 憲一   営業統括部、法人営業部、個人営業部 担当 

取締役   鈴木 規正   監査部 担当 

取締役   伊藤 謙二   総合企画部、総務部、人事部 担当 

 

３．執行役員の異動 

 経営の意思決定機能および監督機能と業務執行機能を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と

業務執行機能の向上を図るため、現在の執行役員に加えて、上席執行役員を新設します。 

 

（１）昇格執行役員候補者 

    上席執行役員    鈴木 徹 （現 執行役員本店営業部長） 

    上席執行役員    鈴木 武裕（現 執行役員証券外国部長） 

上席執行役員    石川 恵一（現 執行役員総合企画部担当部長） 

    （６月 24 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において昇格の予定であります） 

 

（２）新任執行役員候補者 

    執行役員      岡庭 隆志（現 事務統括部長） 

    執行役員      尾関 学（現 個人営業部長） 

    （６月 24 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において選任の予定であります） 

 

＜参考＞ 

本日、別途適時開示した「株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式

移転）に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当）について」

において2022年 10月 3日付で設立する共同持株会社の設立時取締役候補者をお知らせしておりま

す。 

 

 

 

以  上 



 

 

昇格取締役候補者略歴 

 

よしかわ ひろあき 

吉 川 浩 明  

 

  生年月日  １９６１年 １０月 ５日生（６０歳） 

職  歴  １９８５年 ４月 株式会社中央相互銀行（現愛知銀行）入行 

        ２００４年 ３月 同 人事部 調査役 

        ２００６年 ２月 同 人事部 人事グループリーダー 

        ２００７年 ２月 同 経営管理部 人事グループリーダー 

        ２０１０年 １月 同 藤が丘支店長 

        ２０１２年 ６月 同 大阪支店長 

２０１３年 ６月 同 総合企画部 副部長 

        ２０１５年 ６月 同 経営管理部長 

        ２０１７年 ６月 同 執行役員 総合企画部長 

        ２０１９年 ６月 同 執行役員 事務統括部長 

        ２０２０年 ６月 同 取締役 

                         現在に至る 

 

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者略歴 

 

いとう けんじ 

伊 藤 謙 二  

 

  生年月日  １９６４年 １０月１６日生（５７歳） 

職  歴  １９８７年 ４月 株式会社中央相互銀行（現愛知銀行）入行 

２００６年 ８月 同 人事部 人材開発グループリーダー 

２００７年 ２月 同 経営管理部 人材開発グループリーダー 

２００９年 ６月 同 経営管理部 調査役 

２００９年１１月 同 経営管理部 秘書グループリーダー 

２０１５年 ６月 同 経営管理部 副部長 

        ２０１６年 ２月 同 証券外国部 調査役 

        ２０１６年 ６月 同 証券外国部 副部長 

        ２０１７年 ６月 同 証券外国部長 

        ２０１８年 ６月 同 執行役員 証券外国部長 

        ２０１９年 ６月 同 執行役員 総合企画部長 

                          現在に至る 

 

 

 



 

 

新任取締役（監査等委員である取締役）候補者略歴 

 

 なかお よしひこ 

中 尾 善 彦  

 

  生年月日  １９５７年 ４月 ２日生（６５歳） 

職  歴  １９８０年 ４月 名鉄観光サービス株式会社入社 

        ２００６年 ３月 同 財務部長 

        ２０１２年 ３月 同 執行役員 財務部長 

        ２０１４年 ３月 同 取締役 財務部長 兼 総務部担当 

        ２０１７年 ６月 同 取締役 総務部長 兼 監査室担当 兼 財務部担当 

        ２０１９年 ７月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 

        ２０２１年 ６月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 退任 

                            現在に至る 

 

 

 

 まつの つねひろ 

松 野 恒 博  

 

  生年月日  １９５８年 ２月１５日生（６４歳） 

職  歴  １９８０年 ４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 

      ２００９年 １月 トヨタ自動車株式会社 財務部 部長 

２０１２年 １月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社（現株式会社アイシン）参与 

（トヨタ自動車株式会社より出向） 

        ２０１２年 ６月 同 常務取締役 

（トヨタ自動車株式会社より転籍） 

        ２０１３年 ６月 同 取締役・専務執行役員 

        ２０１４年 ６月 同 代表取締役副社長 

        ２０２０年 ４月 同 取締役 

        ２０２０年 ６月 同 取締役退任 

                          現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

むらた ちえこ 

村 田 知 英 子  

 

  生年月日  １９５９年 ９月１６日生（６２歳） 

職  歴  １９８２年 ４月 名古屋国税局採用 

２０１５年 ７月 大垣税務署 署長 

        ２０１６年 ７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 

        ２０１７年 ７月 同 総務部 会計課長 

        ２０１８年 ７月 同 総務部 次長 

        ２０１９年 ７月 名古屋中税務署 署長 

        ２０２０年 ７月 退職 

        ２０２０年 ８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所開業 

                          現在に至る 

   

 

 




