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令和３年５月 14 日 

各 位 

会 社 名 トモニホールディングス株式会社 

代表者名 取締役社長兼ＣＥＯ 中村  武 

（コード番号 8600 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三 

（TEL 087-812-0102） 

 

当社及び子会社における役員の異動に関するお知らせ 

 

当社並びに当社子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行は、本日開催の各々の取締役会に

おいて、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．異動の内容 

（１）トモニホールディングス（令和３年６月 29 日付） 

①代表取締役の異動 

該当ありません。 

 

②その他の役員の異動 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

常務取締役         関  幹生 

取締役           山下 友規 （現 経営企画部副部長） 

○新任の監査等委員である取締役候補 

取締役監査等委員      横手 俊夫 （現 常務取締役リスク・コンプライアンス部長） 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役         白薊 敬三 

常務取締役         横手 俊夫 

取締役           角田 昌也 

（注）白薊敬三氏は、令和３年６月 28 日付で香川銀行取締役監査等委員に就任予定であります。 

○退任予定の監査等委員である取締役 

取締役監査等委員（社外）  多田  桂 

 

（２）徳島大正銀行（令和３年６月 28 日付） 

①代表取締役の異動 

○異動予定の代表取締役 

代表取締役常務       沖田 拓司 （現 常務取締役営業副本部長） 

○退任予定の代表取締役 

代表取締役専務       石井 隆明 

 

②その他の役員の異動 

○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役         山城 欽二 （現 取締役常務執行役員審査本部長） 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

取締役常務執行役員     山本 力士 
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（３）香川銀行（令和３年６月 28 日付） 

①代表取締役の異動 

該当ありません。 

 

②その他の役員の異動 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

取締役           三好 貞仁 （現 執行役員丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店 

土器町出張所長） 

取締役           土居 裕昭 （現 執行役員岡山支店長） 

○新任の監査等委員である取締役候補 

取締役監査等委員      白薊 敬三 

○退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

常務取締役         関  幹生 

取締役           山下 友規 
（注）１．関 幹生氏は、退任後、令和３年６月 29 日付でトモニホールディングス常務取締役に就任予定でありま

す。 

   ２．山下友規氏は、退任後、令和３年６月 29 日付でトモニホールディングス取締役に就任予定であります。 

○退任予定の監査等委員である取締役 

取締役監査等委員      鎌田 国久 

 

２．役員（候補者）の略歴 
（１）トモニホールディングス 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

関
せき

   幹
みき

 生
お

 

昭和 37 年 11 月５日生 

昭和 60 年 ４月 ㈱香川相互銀行（現 ㈱香川銀行）入行 
平成 14 年 ２月 同行観音寺東支店長 
平成 16 年 ２月 同行西条支店長 
平成 17 年 ７月 同行高知支店長 
平成 20 年 ４月 同行松山支店長 
平成 21 年 10 月 同行人事研修部付部長代理 
平成 24 年 ４月 同行融資管理部長 
平成 25 年 ４月 同行執行役員融資部長 
平成 26 年 ４月 同行執行役員融資部長兼融資管理部長 
平成 29 年 ６月 同行取締役融資部長兼融資管理部長 
平成 30 年 ６月 同行取締役総合企画部長 
        トモニホールディングス㈱経営企画部副部長 
令和 ２年 ６月 ㈱香川銀行常務取締役融資本部長（現任） 

山
やま

 下
した

 友
とも

 規
き

 

昭和 38 年４月４日生 

昭和 63 年 ４月 ㈱香川相互銀行（現 ㈱香川銀行）入行 
平成 17 年 ２月 同行滝宮支店長 
平成 18 年 ７月 同行倉敷支店長 
平成 21 年 10 月 同行弁天町支店長 
平成 24 年 ４月 同行執行役員弁天町支店長 
平成 25 年 ４月 同行コンプライアンス統括部長 
        トモニホールディングス㈱リスク･コンプライアンス部副 

部長 
平成 29 年 ４月 ㈱香川銀行個人営業企画部長 
        トモニホールディングス㈱グループ戦略部副部長 
令和 元年 ６月 ㈱香川銀行事務システム部長 
        トモニホールディングス㈱経営企画部副部長（現任） 
令和 ２年 ６月 ㈱香川銀行取締役事務システム部長（現任） 
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○新任の監査等委員である取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

横

よこ

 手

て

 俊

とし

 夫

お

 

昭和 33 年２月 12 日生 

昭和 55 年 ４月 ㈱徳島相互銀行（現 ㈱徳島銀行）入行 
平成 ８年 ８月 同行審査部次長 
平成 10 年 ６月 同行洲本支店長 
平成 13 年 ８月 同行佐古支店長 
平成 16 年 ６月 同行高知支店長 
平成 18 年 ６月 同行執行役員営業店統括部長兼みなさまの相談室長 
平成 18 年 12 月 同行執行役員営業店統括部長兼みなさまの相談室長兼業務

センター長 
平成 22 年 ２月 同行執行役員本店営業部長 
平成 23 年 ６月 同行常務執行役員本店営業部長 
平成 23 年 ７月 同行常務執行役員本店営業部長兼二軒屋支店長 
平成 25 年 ４月 同行常務執行役員監査部長 

トモニホールディングス㈱監査部副部長 
平成 28 年 ６月 ㈱香川銀行取締役 

トモニホールディングス㈱取締役監査部長 
令和 元年 ６月 同社常務取締役監査部長 
令和 ２年 ６月 同社常務取締役リスク・コンプライアンス部長（現任） 

 

（２）徳島大正銀行 

○新任の代表取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

沖

おき

 田

た

 拓

たく

 司

し

 

昭和 34 年７月３日生 

昭和 57 年 ４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 
平成 15 年 ４月 ㈱ＵＦＪ銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）茨木支店長 
平成 19 年 ６月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）法人業務 

部（大阪）副部長 
平成 19 年 ７月 同行心斎橋支社長 
平成 22 年 10 月 同行融資部（大阪）部長 
平成 24 年 ５月 ㈱大正銀行（現 ㈱徳島大正銀行）入行 本店営業部顧問 
平成 24 年 ６月 同行取締役 本店営業部長委嘱 
平成 25 年 ６月 同行常務取締役 本店営業部、営業推進部、営業開発部担

当、本店営業部長委嘱 
平成 26 年 11 月 同行常務取締役 本店営業部、営業推進部、営業開発部担
        当 
平成 27 年 ５月 同行常務取締役 本店営業部、営業推進部、営業開発部担

当、営業開発部長委嘱 
平成 29 年 ２月 同行常務取締役 本店営業部、営業推進部、営業開発部担
        当、業務部副担当、営業開発部長委嘱 
平成 29 年 11 月 同行常務取締役 本店営業部、営業推進部、営業開発部担
        当、業務部・営業企画部副担当、営業開発部長委嘱 
平成 30 年 ２月 同行常務取締役 営業推進部、営業開発部担当、業務部・

営業企画部副担当、営業開発部長委嘱 
平成 30 年 ４月 同行常務取締役 営業推進部、営業開発部担当、業務部・

営業企画部副担当 
平成 30 年 ６月 同行常務取締役 営業推進部、営業開発部、業務部、営業

企画部担当 
令和 ２年 １月 ㈱徳島大正銀行常務取締役営業副本部長（現任） 
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○昇任予定の監査等委員である取締役以外の取締役 

氏名・生年月日 略 歴 

山

やま

 城

しろ

 欽

きん

 二

じ

 

昭和 36 年７月 28 日 

昭和 59 年 ４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 
平成 16 年 10 月 ㈱ＵＦＪ銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）天六法人営業部長 
平成 22 年 12 月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部（大

阪）副部長 
平成 25 年 ６月 ㈱大正銀行（現 ㈱徳島大正銀行）入行 顧問 
平成 25 年 ６月 同行取締役融資第一部長 
平成 26 年 ６月 同行取締役 融資第一部、融資第二部、ローン管理部担当、

融資第一部長委嘱 
平成 27 年 ６月 同行常務取締役 融資第一部、融資第二部、ローン管理部

担当、融資第一部長委嘱 
平成 28 年 10 月 同行常務取締役 融資第一部、融資第二部、ローン管理部
        担当 
令和 ２年 １月 ㈱徳島大正銀行取締役常務執行役員審査本部長（現任） 

 

（３）香川銀行 

○新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

三
み

 好
よし

 貞
さだ

 仁
ひと

 

昭和 44 年３月 13 日生 

平成 ３年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 18 年 ８月 同行福山支店長 
平成 23 年 ４月 同行今里支店長 
平成 26 年 ４月 同行多度津支店長 
平成 29 年 ４月 同行岡山南支店長 
令和 元年 ６月 同行丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店土器町出張所長
令和 ２年 ６月 同行執行役員丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店土器町

出張所長（現任） 

土
ど

 居
い

 裕
ひろ

 昭
あき

 

昭和 46 年９月 11 日生 

平成 ６年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 23 年 ８月 同行長尾支店長 
平成 25 年 ５月 同行大阪南支店長 
平成 29 年 ４月 同行東京支店長兼東京事務所長 

令和 ２年 ６月 同行執行役員岡山支店長（現任） 

 

○新任の監査等委員である取締役候補 

氏名・生年月日 略 歴 

白
しら

 薊
ざみ

 敬
けい

 三
ぞう

 

昭和 33 年４月 20 日生 

昭和 57 年 ４月 ㈱香川銀行入行 
平成 11 年 ８月 同行松山西支店長 
平成 16 年 ６月 同行弁天町支店長 
平成 19 年 ４月 同行丸亀支店長兼丸亀西支店長兼丸亀支店土器町出張所長
平成 22 年 ４月 同行執行役員岡山支店長 
平成 23 年 ８月 同行執行役員営業店統括部長 
平成 25 年 ４月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 26 年 ８月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長兼営業店統括

部プライベートバンキング室長 
平成 26 年 11 月 同行執行役員営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 27 年 ６月 同行取締役営業店統括部長兼個人融資部長 
平成 28 年 ４月 同行取締役営業店統括部長 
        トモニホールディングス㈱グループ戦略部副部長 
平成 29 年 ６月 ㈱徳島銀行取締役 
平成 30 年 ６月 トモニホールディングス㈱常務取締役グループ戦略部長 
令和 ２年 ６月 同社常務取締役監査部長（現任） 
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３．定時株主総会後の当社及び子銀行の役員体制 
（１）トモニホールディングス 

①監査等委員である取締役以外の取締役【８名（うち社外取締役１名）】 
中村  武    代表取締役社長兼ＣＥＯ 
山田 径男    代表取締役副社長 
板東 豊彦    代表取締役副社長 
藤井 仁三    常務取締役 
小田 寛明    常務取締役 
関  幹生    常務取締役 
山下 友規    取締役 
白井 博雄    取締役（社外） 

②監査等委員である取締役【４名（うち社外取締役３名）】 
横手 俊夫    取締役 監査等委員 
大平  昇    取締役 監査等委員（社外） 
橋本 潤子    取締役 監査等委員（社外） 
桑島 洋輔    取締役 監査等委員（社外） 

 
（２）徳島大正銀行 

①監査等委員である取締役以外の取締役【13 名】 
柿内 愼市    取締役会長（非常勤） 
吉岡 宏美    取締役副会長 
吉田 雅昭    取締役副会長（非常勤） 
板東 豊彦    代表取締役頭取 
佃  充生    代表取締役常務 
沖田 拓司    代表取締役常務 
吉岡真喜男    常務取締役 
田中 義人    常務取締役 
山城 欽二    常務取締役 
吉尾 政人    取締役常務執行役員 
村越 和人    取締役執行役員 
西村  博    取締役執行役員 
池田 憲章    取締役執行役員 

②監査等委員である取締役【３名（うち社外取締役２名）】 
吉次 範孫    取締役 監査等委員（社外） 
橋本  真    取締役 監査等委員 
孝志  茜    取締役 監査等委員（社外） 

③補欠の監査等委員である取締役 
本田 利広    補欠取締役 監査等委員（社外） 

 
（３）香川銀行 

①監査等委員である取締役以外の取締役【10 名】 
本田 典孝    取締役会長 
山田 径男    取締役頭取（代表取締役） 
近石 政義    専務取締役（代表取締役） 
川井 幸治    常務取締役 
長町 亘洋    常務取締役 
有木  浩    常務取締役 
喜岡  均    取締役 
金岡 紀嘉    取締役 
三好 貞仁    取締役 
土居 裕昭    取締役 

②監査等委員である取締役【３名（うち社外取締役２名）】 
永田  浩    取締役 監査等委員（社外） 
白薊 敬三    取締役 監査等委員 
岩村 浩二    取締役 監査等委員（社外） 

 

以 上 


