
 

 

                                              2020年 5月 11日 

各 位 

会 社 名   株式会社 名古屋銀行 

代表者名   取締役頭取  藤原 一朗 

           （コード：8522 東証・名証第一部） 

問合せ先  執行役員経営企画部長 南出 政雄 

（TEL．052－951－5911） 

 

役員等の異動に関するお知らせ 

 

当行は、2020年 5月 11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。 

なお、当行は、2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会において、必要な定款変更をご承認いた

だくことを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 

 

                      記 

１．役員の異動 

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 

2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会において選任予定であります。 

取締役      高橋 正    (現 執行役員 事業支援部 部長) 

取締役      南出 政雄   (現 執行役員 経営企画部 部長) 

取締役（社外）  宗方 比佐子  (現 学校法人金城学院 理事 兼 金城学院大学 教授 

兼 金城学院大学 女性みらい研究センター長) 

 

・新任取締役（監査等委員である取締役）候補者 

2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会において選任予定であります。 

 取締役監査等委員      杉田 尚人   （現 常勤監査役） 

 取締役監査等委員（社外）  長谷川 信義  （現 監査役（社外）） 

 取締役監査等委員（社外）  近藤 堯夫   （現 監査役（社外）） 

 取締役監査等委員（社外）  阪口 正敏   （現 監査役（社外）） 

   

  ・退任予定取締役 

2020年 6月 26日開催予定の第 102期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      伊豫田 至  （現 取締役 上前津エリア エリア長 兼 

                           上前津支店 支店長） 

   同氏は、株式会社ナイス 代表取締役に就任予定であります。 

    取締役（社外）  佐伯 外司  



・退任予定監査役 

2020年 6月 26日開催予定の第 102期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    中村 哲人 

常勤監査役    杉田 尚人 

監査役（社外）  長谷川 信義 

監査役（社外）  近藤 堯夫 

監査役（社外）  阪口 正敏 

杉田尚人氏、長谷川信義氏、近藤堯夫氏、阪口正敏氏は、取締役（監査等委員である取締役）候補

者として 2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会において選任予定であります。 

 

 ・取締役の新担当 

   2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会終了後の取締役会において委嘱予定であります。 

役員名 新担当 

取締役頭取  藤原 一朗 内部監査部 担当 

専務取締役  山本 恭久 
経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・東京事務所 

担当 

常務取締役  横田 真一 営業本部 本部長・市場営業部 担当 

常務取締役  服部 悟 事務システム部・内部統制部 担当 

 

２．執行役員の異動 

・新任予定執行役員（2020年 6月 26日付） 

    執行役員  吉橋 満   （現 内部統制部 部長 兼 マネロン・テロ資金供与対策室 室長） 

    執行役員  清水 貞晴  （現 名古屋北エリア エリア長 兼 藤が丘支店 支店長） 

・退任予定執行役員（2020年 6月 26日付） 

    執行役員  高橋 正   （現 事業支援部 部長） 

    執行役員  南出 政雄  （現 経営企画部 部長） 

高橋正氏、南出政雄氏は、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者として 

2020年 6月 26日開催予定の第 102期定時株主総会において選任予定であります。 

 

３．新役員体制 

   監査等委員会設置会社移行後の役員体制は次のとおりになる予定です。 

    取締役会長         加藤 千麿 

    取締役頭取（代表取締役）  藤原 一朗 

    専務取締役（代表取締役）  山本 恭久 

    常務取締役（代表取締役）  横田 真一 

    常務取締役         服部 悟 

    取締役           今岡 潔 

    取締役           鈴木 健司 

    取締役           高橋 正 

    取締役           南出 政雄 

    取締役（社外）       松原 武久 

    取締役（社外）       宗方 比佐子 

    取締役監査等委員      杉田 尚人 

    取締役監査等委員（社外）  長谷川 信義 

取締役監査等委員（社外）  近藤 堯夫 

取締役監査等委員（社外）  阪口 正敏 



４. 略歴 

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者略歴 

高橋
たかはし

 正
ただし

 

生年月日 1962年 3月 7日生 

職  歴 1984年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2005年 16月 人事部秘書グループ 次長 

 2006年 14月 東郷支店 支店長 

 2007年 11月 師勝支店 支店長 

 2009年 16月 大府支店 支店長 

 2011年 11月 融資部 審査グループ 主席審査役 

 2012年 14月 融資部 副部長 

 2013年 16月 中村支店 支店長 

 2015年 16月 内部統制部 部長 

 2017年 16月 執行役員 内部統制部 部長 

 2018年 14月 執行役員 事業支援部 部長、現在に至る 

南出
みなみで

 政雄
ま さ お

 

生年月日 1965年 9月 5日生 

職  歴 1988年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2009年 15月 一宮西支店 支店長 

 2010年 10月 鳴海支店 支店長 

 2012年 16月 総合企画部 統括次長 

 2014年 11月 総合企画部 副部長 

 2014年 14月 豊田南支店 支店長 

 2016年 14月 個人営業部 部長 

 2018年 14月 経営企画部 部長 

 2018年 16月 執行役員 経営企画部 部長、現在に至る 

宗方
むねかた

 比佐子
ひ さ こ

 

生年月日 1952年 10月 4日生 

職  歴 1985年 14月 聖徳学園短期大学 非常勤講師 

 1988年 14月 名古屋市立女子短期大学 非常勤講師 

 1992年 19月 愛知淑徳短期大学 非常勤講師 

 1993年 14月 豊田短期大学 人間関係学科 助教授 

 1998年 14月 桜花学園大学 人文学部 助教授 

 2002年 14月 金城学院大学 人間科学部 教授（現任） 

 2015年 14月 学校法人金城学院 理事（現任） 

 2018年 14月 金城学院大学 特命副学長 

 2018年 14月 同 女性みらい研究センター長（現任）、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 

杉田
す ぎ た

 尚人
な お と

 

生年月日 1958年 1月 12日生 

職  歴 1980年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2002年 10月 本店営業部 部付部長 

 2004年 14月 三好支店 支店長 

 2006年 14月 融資部 主席審査役 

 2007年 16月 融資部 副部長 

 2008年 16月 東京支店 支店長 

 2010年 14月 融資部 部長 

 2011年 10月 総合企画部 部長 

 2012年 16月 執行役員 総合企画部 部長 

 2014年 16月 取締役 総合企画部 部長 

 2015年 16月 取締役 市場営業部 部長 

 2018年 16月 常勤監査役、現在に至る 

 

長谷川
は せ が わ

 信義
のぶよし

 

生年月日 1942年 4月 29日生 

職  歴 1965年 14月 愛知県庁 入庁 

 1998年 14月 同 国際博推進局長 

 1999年 14月 同 労働部長 

 2000年 14月 同 環境部長 

 2001年 14月 同 公営企業管理者 企業庁長 

 2002年 14月 愛知県副知事 

 2006年 16月 愛知県信用保証協会 理事長 

 2008年 11月 名城大学 非常勤理事 

 2010年 17月 愛知環状鉄道株式会社 取締役社長 

 2012年 10月 公益財団法人愛知大学教育研究支援財団 非常勤理事（現任） 

 2016年 16月 株式会社名古屋銀行 監査役（社外）（現任）、現在に至る 

 

近藤
こんどう

 堯夫
た か お

 

生年月日 1945年 12月 7日生 

職  歴 1969年 14月 最高裁判所司法研修所 入所 

 1971年 13月 同 修了 

  1971年 14月 弁護士登録、本山亨法律事務所 入所 

 1976年 15月 近藤堯夫法律事務所 開所（現任） 

 2016年 16月 株式会社名古屋銀行 監査役（社外）（現任）、現在に至る 

 

 

 



阪口
さかぐち

 正敏
まさとし

 

生年月日 1951年 1月 10日生 

職  歴 1975年 14月 中部電力株式会社入社 

 2005年 17月 執行役員 発電本部 原子力部長 

 2006年 16月 取締役 執行役員 発電本部 原子力部長 

 2007年 17月 常務執行役員 発電本部 原子力部長 

 2009年 16月 取締役 専務執行役員 発電本部長 

 2010年 16月 代表取締役 副社長執行役員 発電本部長 

 2017年 16月 常勤顧問 

 2019年 14月 特任アドバイザー（現任） 

 2019年 16月 株式会社名古屋銀行 監査役（社外）（現任）、現在に至る 

 

 

新任予定執行役員略歴 

吉橋
よしはし

 満
みつる

 

生年月日 1966年 3月 19日生 

職  歴 1988年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2011年 14月 碧南支店 支店長 

 2013年 14月 小田井支店 支店長 

 2014年 17月 融資部 主任審査役 

 2015年 11月 融資部 副部長 

 2016年 16月 東京支店支店長 兼 東京事務所 所長 

 2018年 14月 内部統制部 部長 

 2018年 11月 内部統制部 部長  兼 マネロン・テロ資金供与対策室 室長、現在に至る 

 

清水
し み ず

 貞
さだ

晴
はる

 

生年月日 1966年 12月 25日生 

職  歴 1989年 14月 株式会社名古屋銀行 入行 

 2010年 16月 

年 161月 

愛西支店 支店長 

 2012年 16月 枇杷島通支店 支店長 

 2014年 17月 六番町支店 支店長 

 2016年 14月 豊橋支店 支店長 

 2018年 14月 名古屋北エリア エリア長 兼 藤が丘支店 支店長、現在に至る 

 

以 上 


