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各 位 

会社名 株式会社 新生銀行 

代表者名 代表執行役社長 ティエリー ポルテ 

（コード番号 ： 8303 東証第一部） 

 

役員人事および組織の変更について 

 

本日開催された第８期定時株主総会および総会後の取締役会において、取締役、法定の指名・監査・報酬の３委

員会の構成、執行役がそれぞれ承認されました。また、組織上の変更も決定されましたので、あわせてお知らせします。 

 

八城政基氏が非常勤の取締役会長として再び当行の取締役の一員となります。また、マネックス・ビーンズ・ホールディ

ングス株式会社の創始者で現在の代表取締役社長である松本大氏も同じく取締役となりました。 

 

専務執行役であった加藤正純ならびに富井順三はそれぞれ代表執行役副社長となり、代表執行役社長であるティエ

リー ポルテを、戦略の策定、役員レベルでの顧客・当局折衝において補佐します。ジェネラルカウンセルである伊藤彰は今

般代表執行役専務執行役に就任します。 

 

社長のポルテは以下のように述べています。「当行の人材を結集した経験豊富な経営陣をもってすれば、当行が今年

度直面するであろう機会や課題に対し、適正に対処できるものと確信しています。今回の経営陣の変更は法人、個人の

お客さまそれぞれに他にはない商品・サービスを提供するべく、戦略業務分野を３つから２つへ絞り込んだことを受けた全社

的な組織再編を反映したものです。」 

 

今回の再編において、コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス本部は２つにわかれ、それぞれインスティテューショナル

部門および個人部門に統合されます。個人部門は社長のポルテが部門を直接指揮し、日本における消費者向け金融サ

ービスの新しいモデルの構築に力を注ぎます。部門の最高執行責任者であるサンジーブ グプタはアドバイザーであるマイケ

ル ナップ氏とともに、高い評価を得ているリテールビジネスとのシナジーの実現を図ってまいります。 

 

インスティテューショナル部門では、従来別々のグループとなっていた、事業法人、金融法人、公共法人の営業担当を

一つにまとめ、法人営業本部を設立します。常務執行役となる船山範雄と執行役に就任する中村行男が共同で統轄

本部長を務めます。また、大阪支店長である大石滋が執行役に就任します。 

 

新生銀行グループがその範囲を拡げるのに伴い、最も高い水準のコーポレートガバナンスを維持していくことの重要性が

認識されることとなり、ジェネラルカウンセルの伊藤彰はその範囲を拡げたコーポレートガバナンス部門を率いることになります。

その中で新設された関連企業室は常務執行役の小島一美が統轄することになりますが、同室は当行のコーポレートガバ

ナンスのグループ全体への浸透を確実なものにしていく役割を担っています。 

 

これまでコンシューマーアンドコマーシャルファイナンス本部を率いてきたロバート ルートンは、当行グループの戦略の立案・

推進を担当する新しい独立部である、戦略企画室の室長となります。 

 

個々のスキルや多様性こそが当行グループとしての成長の原動力となってきました。執行役に就任するトーマス ペダーセ

ンは CLO 室、人事部、コーポレートバリュー部ならびに広報部を含む、新たに創設される人事・コミュニケーション部門を統

轄することなり、リチャード ラップが今般人事部長として任命されています。この新しい部門のもと、当行グループの社員

各々が２つの業務分野に絞り込まれた当行の新戦略に沿って、共通のブランドおよび価値観に基づいた一体感の強化を

図ってまいります。 

 

新しい組織図につきましては、別添資料をご覧ください。 
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【役　員　人　事】

平成20年 6月25日付

            (  ) 内は主な前職・兼職・職歴

【新任取締役】 属する委員会の名称

ﾔｼﾛ ﾏｻﾓﾄ

取締役 会長 八城　政基 （当行　シニア・アドバイザー） 報酬委員会

ﾃｨｴﾘｰ ﾎﾟﾙﾃ

取締役 Thierry Porté （当行　代表執行役社長） 指名委員会

ﾏｲｹﾙ J. ﾎﾞｽｷﾝ

取締役 Michael J. Boskin* （スタンフォード大学　教授） 指名委員会

ｴﾐﾘｵ ﾎﾞﾃｨﾝ

取締役 Emilio Botín* （サンタンデールグループ　会長） 報酬委員会

J.ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌﾗﾜｰｽﾞ

取締役 J．Christopher Flowers* （Ｊ.Ｃ. フラワーズ社　会長） 指名委員会

報酬委員会

ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ

取締役 伊藤　侑徳* （株式会社CEA Japan　代表取締役社長、 監査委員会
元　帝京大学　教授）

ｶﾆ ｼｹﾞﾙ

取締役 可児　滋* （元 日本銀行　文書局長、 監査委員会
横浜商科大学　教授）

ﾌﾚｯﾄﾞ H．ﾗﾝｸﾞﾊﾏｰ

取締役 Fred H. Langhammer* （エスティローダー株式会社 報酬委員会
海外事業専属会長）

ﾏｷﾊﾗ ﾐﾉﾙ

取締役 槙原　稔* （三菱商事株式会社　相談役） 指名委員会委員長

報酬委員会

ﾏﾂﾓﾄ ｵｵｷ

取締役 松本　大* （マネックス・ビーンズ・ホールディングス 指名委員会
株式会社　代表取締役社長）

ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽﾊﾙ

取締役 長島　安治* （弁護士） 監査委員会

ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

取締役 小川　信明* （弁護士） 監査委員会

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

取締役 高橋　弘幸* （元 社団法人日本監査役協会　理事） 監査委員会委員長

ｼﾞｮﾝ S．ﾜｽﾞﾜｰｽ Jr.
取締役 John S. Wadsworth, Jr.* （モルガン･スタンレー 報酬委員会委員長

アドバイザリーディレクター）

* 社外取締役

【退任取締役】

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

退任 杉山　淳二

ﾙｼｵ A．ﾉﾄ

退任 Lucio A. Noto  
 
 
 



 

 
【新任執行役】

ﾃｨｴﾘｰ ﾎﾟﾙﾃ

代表執行役社長　最高経営責任者 Thierry Porté

個人部門長

ｶﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ

代表執行役副社長 加藤　正純

ﾄﾐｲ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

代表執行役副社長 富井　順三

ｲﾄｳ ｱｷﾗ

代表執行役専務執行役 伊藤　彰

コーポレートガバナンス部門長

兼ジェネラルカウンセル

兼政策管理室長

ﾀﾞﾅﾝｼﾞｬﾔ ﾃﾞｭｲﾍﾞﾃﾞｨ

専務執行役 Dhananjaya Dvivedi

ｸﾞﾙｰﾌﾟ最高情報責任者

金融ｲﾝﾌﾗ部門長

ﾗﾌｰﾙ ｸﾞﾌﾟﾀ

専務執行役 Rahul Gupta

最高財務責任者財務部門長 

兼ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｨﾅﾝｼｬﾙｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

兼コーポレート財務本部長

ｻﾝﾎｰ ｿﾝ

専務執行役 Sang-Ho Sohn

ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ部門最高責任者部門長

ﾌﾅﾔﾏ ﾉﾘｵ

常務執行役 船山　範雄

法人営業統轄本部長

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ

常務執行役 小島 　一美 

関連企業室長

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

執行役 藤本　和也

法人営業本部長

兼公共金融部長

ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾁﾏｻ

執行役 本多　道昌

金融法人第三部長

ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ

執行役 中村　行男

法人営業統轄本部長

ｵｵｲｼ ｼｹﾞﾙ

執行役 大石　滋

大阪支店長  
 
 
 
 
 
 



 

 

ｵｶﾉ ﾐﾁﾕｷ

執行役 岡野　道征

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長

兼ﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ本部長

兼ﾘﾃｰﾙ事務部長

兼ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ部長

兼事務集中部長

兼ｹｲﾏﾝ支店長

兼ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ部長

兼ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ部長

兼ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾋﾞｽ部長

ﾄｰﾏｽ ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ

執行役 Thomas Pedersen

人事・コミュニケーション部門長

兼チーフラーニングオフィサー

ｻﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ

執行役 佐藤　芳和

ｼｽﾃﾑ本部長

兼ｼｽﾃﾑ企画部長

兼ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ部長

ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ

執行役 土屋　貴

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部長

【退任】

ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

退任 杉山　淳二

ﾃﾗｲ ﾋﾛﾀｶ

退任 寺井　宏隆

 
 

以  上 
  

   

                                                                お問い合わせ先  

  新生銀行 広報部      

マッキンタイヤー、大高、 AE羽角E

は す み

A        

                                                                               Tel 03-5511-5013 



株式会社 新生銀行
2008年6月25日現在

戦略企画室
戦略推進室

ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ事務局
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統轄部

（ﾘﾃｰﾙｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室）
（金融情報管理室）

法務部
ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ実務室

総務部

（本店移転準備室）

関連企業室
与信管理部
政策管理室

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ1～5
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ管理部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ

（法人顧客ｻｰﾋﾞｽ室） ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ
ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ部 ﾌｧｲﾅﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾂ部 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ部 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

大阪ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
<法人営業本部> 金融法人第一部

金融法人第二部
<不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ本部> 金融法人第三部

公共金融部
<ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部> 大阪公共・金融法人部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部 (札幌、仙台、金沢、
ｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部 名古屋、広島、高松、
国際法人営業部 福岡各支店駐在)

<ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝｽﾞ本部> 不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ部
国際投資部 不動産法人営業部
企業開発部
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ部
ｸﾚｼﾞｯﾄﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部
不動産投資部
ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ部
ﾍﾙｽｹｱﾋﾞｼﾞﾈｽ部

<ｺﾏｰｼｬﾙﾌｧｲﾅﾝｽ本部>

<ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ本部>
ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部

ｳｪﾙｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部

<ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ本部>
<ﾘﾃｰﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部>

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部
（お客様ｻｰﾋﾞｽ室）

ﾌﾟﾗﾁﾅﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部 30 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｾﾝﾀｰ
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部
ﾁｬﾝﾈﾙ企画部
ﾘﾃｰﾙ商品部

（保険業務統轄室）
ﾛｰﾝ商品部
ﾘﾃｰﾙ業務部
ﾘﾃｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部
ｴｸｾﾚﾝｽ･ｲﾝ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部

<ﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ本部>
ﾘﾃｰﾙ事務部
ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾋﾞｽ部
ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ部

<財務管理本部>
ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営管理統轄部

（ｴｸｽﾍﾟﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾙ室）
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務管理部

（ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ推進室）
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務経理部
金融商品管理部

<ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ財務本部>
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務部
ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＲ部
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務戦略部
ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業分析部
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務改革統轄部
ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務統制推進室
ＣＦＯ室

<事務管理本部>
事務管理部

<ｼｽﾃﾑ本部>
ｼｽﾃﾑ企画部
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ部

<ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部>
事務集中部－ｹｲﾏﾝ支店
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ部
ｾﾝﾄﾗﾗｲｽﾞﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾘｽｸ統轄部
市場ﾘｽｸ管理部
ｸﾚｼﾞｯﾄﾘｽｸ部
金融商品ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部
ﾘﾃｰﾙ関連審査部
審査業務部
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ管理部

ＣＬＯ室
人事部
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾘｭｰ部

(ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進室)

(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進室)

(社会貢献推進室)

広報部

組 織 図

財　務
部　門

*1 取締役会、指名委員会およ
び経営委員会の事務局はﾏﾈｰ
ｼﾞﾒﾝﾄ事務局とする。

*2 報酬委員会の事務局は人
事部とする。

*3 監査部は監査委員会に対し
ても直接報告を行う。

*4 ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ部はｲﾝｽﾃｨ
ﾃｭｰｼｮﾅﾙ部門に所属するが、
金融ｲﾝﾌﾗ部門長へもﾚﾎﾟｰﾄを
行う。

*5 ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ本部および
ｳｪﾙｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部はｲﾝｽﾃｨ
ﾃｭｰｼｮﾅﾙ部門および個人部
門の共管であり両部門長へﾚ
ﾎﾟｰﾄを行う。

*6 銀座出張所および日本橋
出張所を含む。
 
*7 本店､札幌､仙台､金沢､大
宮､柏、ららぽーと､東京､池袋､
上野､吉祥寺､新宿、汐留ｼｵｻ
ｲﾄ､六本木ﾋﾙｽﾞ(けやき坂通り
出張所を含む)､渋谷（表参道ヒ
ルズ出張所を含む）､広尾､目
黒､二子玉川､八王子､横浜､藤
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