
 

 

                                              2021年 5月 12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  取締役経営企画部長 南出 政雄 

（TEL．052－951－5911） 

 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

当行は、2021年 5月 12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役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)代表取締役の異動 

・退任予定代表取締役 

2021年 6月 25日開催予定の第 103期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。 

専務取締役 山本 恭久 

      同氏は、株式会社名古屋リース 代表取締役に就任予定であります。 

 

(2)その他役員の異動 

・昇任予定取締役 

2021年 6月 25日開催予定の第 103期定時株主総会終了後の取締役会において昇任予定であります。 

 常務取締役 南出 政雄 （現 取締役 経営企画部長） 

    

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 

2021年 6月 25日開催予定の第 103期定時株主総会において選任予定であります。 

取締役 稲垣 誠司 （現 執行役員 人材開発部長） 

取締役 山本 克俊 （現 執行役員 営業企画部長） 

  取締役 吉橋 満  （現 執行役員 内部統制部長） 

  ・退任予定取締役 

2021年 6月 25日開催予定の第 103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 今岡 潔（現 本店営業部長） 

取締役 高橋 正（現 事業支援部長） 

       

   

      



  ・取締役の委嘱 

2021年 6月 25日開催予定の第 103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 委嘱事項 

取締役頭取 藤原 一朗 内部監査部 担当 

常務取締役 横田 真一 営業本部長・市場営業部 担当 

常務取締役 服部 悟 業務部・内部統制部 担当 

常務取締役 南出 政雄 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 

取締役   鈴木 健司 市場営業部長 

取締役   稲垣 誠司 人材開発部長 兼 輝き方改革推進室長 

取締役   山本 克俊 本店営業部長 

取締役   吉橋 満 業務部長 

 

２．執行役員の異動 

・新任予定執行役員（2021年 6月 25日付） 

    執行役員 港エリア エリア長 兼 港支店長    金森 保憲 （現 個人営業部長） 

    執行役員 金融投資部長              近藤 和  （現 金融投資部長） 

    執行役員 営業企画部長              舘 征彦  （現 法人営業部長） 

    執行役員 経営企画部長              水野 秀樹 （現 事務システム部長） 

    執行役員 法人営業部長              吉冨 文秀 （現 尾張西エリア エリア長   

兼 一宮支店長） 

 

・退任予定執行役員（2021年 6月 25日付） 

執行役員 稲垣 誠司 （現 人材開発部長） 

執行役員 山本 克俊 （現 営業企画部長） 

    執行役員 吉橋 満  （現 内部統制部長） 

稲垣誠司氏、山本克俊氏、吉橋満氏は、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者として 

2021年 6月 25日開催予定の第 103期定時株主総会において選任予定であります。 

 

 執行役員 高見 功  （現 三河エリア エリア長 兼 岡崎支店長） 

執行役員 杉 直人  （現 大阪支店長） 

高見功氏は、株式会社ナイス 取締役に就任予定であります。 

杉直人氏は、株式会社名古屋カード 取締役に就任予定であります。 

 



３．新役員体制 

  役員体制は次のとおりになる予定です。 

   取締役（15名） 

     ＜役職＞         ＜氏名＞       ＜委嘱＞ 

    取締役会長         加藤 千麿   

    取締役頭取（代表取締役）  藤原 一朗   

    常務取締役（代表取締役）  横田 真一   

    常務取締役         服部 悟    

    常務取締役         南出 政雄   

    取締役           鈴木 健司    市場営業部長 

    取締役           稲垣 誠司    人材開発部長 兼 輝き方改革推進室長 

取締役           山本 克俊    本店営業部長 

    取締役           吉橋 満     業務部長 

    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   

   執行役員（8名） 

     ＜役職＞            ＜氏名＞       ＜委嘱＞ 

    執行役員          大野 直也     事業支援部長 

    執行役員          松尾 靖      大阪支店長 

    執行役員          清水 貞晴     上前津エリア エリア長  兼 上前津支店長 

 執行役員          金森 保憲     港エリア エリア長 兼 港支店長 

    執行役員          近藤 和      金融投資部長 

    執行役員          舘 征彦      営業企画部長 

    執行役員          水野 秀樹     経営企画部長 

    執行役員          吉冨 文秀     法人営業部長 



４. 略歴 

昇任予定取締役略歴 

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 

 2020年 16月 取締役 経営企画部 部長、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 

 

稲垣
いながき

 誠司
せ い じ

 

生年月日 1964年 10月 14日生 

職  歴 1987年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2008年 10月 豊田保見支店 支店長 

 2009年 12月 豊田浄水支店 支店長 

 2010年 14月 大樹寺支店 支店長 

 2012年 11月 人事部 統括次長 

 2013年 11月 人事部 副部長 

 2014年 10月 堀田支店 支店長 

 2016年 16月 豊田エリア エリア長  兼  豊田営業部 部長 

 2018年 14月 人材開発部 部長  

 2018年 16月 執行役員 人材開発部 部長、現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 



山本
やまもと

 克
かつ

俊
とし

 

生年月日 1963年 6月 10日生 

職  歴 1987年 14月 株式会社名古屋相互銀行（現名古屋銀行）入行 

 2008年 14月 当知支店 支店長 

 2010年 10月 小牧支店 支店長 

 2013年 11月 営業統括部 副部長 

 2015年 14月 営業企画部 副部長 

 2015年 16月 八熊支店 支店長 

 2017年 16月 法人営業部 部長  

 2018年 16月 執行役員 法人営業部 部長 

 2019年 17月 執行役員 営業企画部 部長、現在に至る 

 

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 主席審査役 

 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 

 2020年 16月 執行役員 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新任予定執行役員略歴 

 

 

金森
かなもり

 保
やす

憲
のり

 

生年月日 1966年 3月 13日生 

職  歴 1989年 14月 株式会社名古屋銀行 入行 

 2011年 11月

161月 

尾張旭支店 支店長 

 2013年 11月 日進支店 支店長 

 2014年 17月 小牧支店 支店長 

 2016年 16月 堀田支店 支店長 

 2018年 14月 個人営業部 部長、現在に至る 

 

近藤
こんどう

 和
かず

 

生年月日 1967年 1月 18日生 

職  歴 1990年 14月 

 

株式会社名古屋銀行 入行 

 2012年 11月 

年 161月 

総合企画部 次長 企画グループ  

 2014年 14月 総合企画部 統括次長  

 2014年 10月 浜松支店 支店長 

 2017年 14月 市場営業部 副部長  

 2019年 14月 金融投資部 部長、現在に至る 

 

舘
たち

 征彦
まさひこ

 

生年月日 1966年 10月 13日生 

職  歴 1989年 14月 株式会社名古屋銀行 入行 

 2010年 10月 

年 161月 

平田町支店 支店長 

 2013年 14月 鳴海東支店 支店長 

 2014年 17月 営業統括部 次長 営業サポートグループ  

 2015年 14月 法人営業部 次長 法人コンサルティンググループ  

 2015年 16月 営業企画部 副部長  

 2017年 16月 八熊支店 支店長 

 2019年 17月 法人営業部 部長、現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 



水野
み ず の

 秀樹
ひ で き

 

生年月日 1968年 3月 4日生 

職  歴 1990年 14月 株式会社名古屋銀行 入行 

 2012年 16月 鴻仏目支店 支店長 

 2014年 14月 総合企画部 次長 企画グループ 

 2014年 10月 総合企画部 統括次長  

 2015年 14月 経営企画部 統括次長 

 2015年 17月 経営企画部 副部長 

 2018年 10月 今池支店 支店長 

 2020年 15月 経営企画部 部付部長 兼 次期システム移行室 室長 

 2020年 19月 事務システム部 部長 兼 経営企画部 次期システム移行室 室長 

 2021年 12月 事務システム部 部長、現在に至る 

 

吉冨
よしとみ

 文
ふみ

秀
ひで

 

生年月日 1967年 6月 6日生 

職  歴 1990年 14月 株式会社名古屋銀行 入行 

 2012年 11月 

年 161月 

一ツ木支店 支店長 

 2013年 10月 東中島支店 支店長 

 2016年 11月 小田井支店 支店長 

 2017年 16月 営業企画部 副部長  

 2020年 11月 尾張西エリア エリア長 兼 一宮支店 支店長、現在に至る 

 

以 上 

 

 


