
平成 21 年 2 月 24 日

各 位

株式会社りそなホールディングス

（コード番号：８３０８）

当社およびりそな銀行の役員異動について

当社およびグループ銀行である株式会社りそな銀行の本年 3 月 2 日付および 4 月 1 日付

の役員異動について、別紙のとおりお知らせいたします。なお、りそな銀行の 4 月 1 日付

の役員異動については、本年 3 月下旬開催予定の株主総会および取締役会の決議を前提と

しております。

以 上

＜本件に関するお問合せ先＞

りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部

（東京本社）TEL:03-5223-5078、（大阪本社）TEL:06-6264-5685、(埼玉分室）TEL:048-835-1524



平成 21 年 2 月 24 日

株式会社りそなホールディングス

（平成 21 年 4 月 1 日付）

１．執行役

（氏 名） （現役職名）
退任 田 中 卓 執行役

グループ戦略部（りそな信託銀行
経営管理）担当

執行役
リスク統括部長
兼リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
兼信用リスク統括部担当

磯 野 薫 執行役
リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当
兼信用リスク統括部担当

以 上



平成 21 年 2 月 24 日

株式会社りそな銀行

（平成 21 年 3 月 2 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
代表取締役副社長
兼執行役員
人材サービス部担当
兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス
事務局担当
兼総合資金部担当統括

中 村 重 治 代表取締役副社長
兼執行役員
人材サービス部担当
兼コーポレートガバナンス
事務局担当
兼総合資金部担当統括

りそなホールディングス執行役を兼務

２．執行役員

（氏 名） （現役職名）
執行役員
経営管理部長
兼経営管理部(特命)担当

古 川 裕 二 経営管理部長



（平成 21 年 4 月 1 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
代表取締役
兼執行役員
信託部門担当統括＊１

檜 垣 誠 司

りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長を兼務

取締役
兼専務執行役員
信託業務管理部担当

芥 川 淳 りそな信託銀行
代表取締役
兼専務執行役員

＊１ 年金ソリューション部・総合基金営業部・証券信託営業部・信託ビジネス部・年金信託部・運用統括部・
年金運用部・受託資産運用部・アセットマネジメント部・信託業務管理部担当統括

２．監査役

（氏 名） （現役職名）
監査役 横 山 和 彦 りそな信託銀行

執行役員

社外監査役 小 野 傑 りそな信託銀行
社外監査役

３．執行役員

（氏 名） （現役職名）

常務執行役員
年金信託部担当

山 條 博 通 りそな信託銀行
取締役
兼常務執行役員



（氏 名） （現役職名）
執行役員
リスク統括部長
兼リスク統括部担当

松 井 浩 一 執行役員
リスク統括部担当

執行役員
信託ビジネス部担当

石 田 和 男 りそな信託銀行
執行役員

執行役員
総合基金営業部担当

辰 野 敏 彦 執行役員
首都圏地域担当
（ブロック担当）

執行役員
運用統括部担当
兼年金運用部担当
兼受託資産運用部担当
兼アセットマネジメント部担当

西 岡 明 彦 りそな信託銀行
執行役員

執行役員
首都圏地域担当
（ブロック担当）

伊 東 弘 美 川崎・鶴見エリア
営業第一部長

執行役員
年金ソリューション部担当
兼証券信託営業部担当

三 宅 康 晴 りそなホールディングス
リスク統括部長

以 上



りそなホールディングス 役員一覧 平成21年4月1日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

細谷 英二(*1)

檜垣 誠司(*1) 金融マーケティング研究所担当

取締役 渡辺 拓治

社外取締役 箭内 昇

社外取締役 渡邉 正太郎(*1)

社外取締役 小島 邦夫

社外取締役 飯田 英男

社外取締役 奥田 務

社外取締役 川本 裕子

社外取締役 永井 秀哉(*2)

２．執行役

役職名 氏名 担当および委嘱等

執行役 水田 廣行(*1)

執行役 川田 憲治(*2) グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当

執行役 桔梗 芳人(*3) グループ戦略部（近畿大阪銀行経営管理）担当

執行役 中村 重治(*1)

執行役 喜沢 弘幸(*1) サービス改革部担当

執行役 深井 慎(*1) システム部担当

執行役 田村 泰博(*1) オペレーション改革部担当 兼購買戦略部担当

執行役 東 和浩(*1) 財務部担当

執行役 磯野 薫(*3)

執行役 岩田 直樹(*1)(*2) 商品企画部担当

執行役 池田 一義

執行役 野口 正敏 内部監査部長

(＊1)りそな銀行兼務

(＊2)埼玉りそな銀行兼務

(＊3)近畿大阪銀行兼務

取締役
兼代表執行役会長

取締役
兼代表執行役社長

人材サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当

リスク統括部長 兼リスク統括部担当
兼コンプライアンス統括部担当 兼信用リスク統括部担当

グループ戦略部担当 兼コーポレートコミュニケーション部担当

グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当
兼競争力向上委員会事務局担当



りそな銀行 役員一覧 平成21年4月1日付

１．取締役および監査役

役職名 氏名 担当及び委嘱等

代表取締役会長 細谷 英二(*1)

取締役副会長 野村 正朗

代表取締役社長 水田 廣行(*1)

岡村 裕

中村 重治(*1)

檜垣 誠司(*1)

芥川 淳

上條 正仁

喜沢 弘幸(*1)

広冨 靖以

岩田 直樹(*1)(*2)

社外取締役 渡邉 正太郎(*1)

社外取締役 大薗 恵美

社外取締役 有馬 利男

社外取締役 桑畑 英紀

監査役（常勤） 松尾 誠人

監査役（常勤） 小谷 明

監査役（常勤） 横山 和彦

社外監査役 山下 丈

社外監査役 福井 義高

社外監査役 小野 傑

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

常務執行役員 吉武 宣彦 首都中央地域担当

常務執行役員 田浦 義明

常務執行役員 山口 伸淑 東京営業部長

常務執行役員 長尾 隆義

常務執行役員 山條 博通 年金信託部担当

田村 泰博(*1) オペレーション改革部担当

東 和浩(*1) 経営管理部担当

常務執行役員 高橋 徹

常務執行役員 藤井 修二 大阪地域担当（ブロック担当）(*6)

常務執行役員 浜辺 義男 審査部担当

執行役員 深井 慎(*1) システム部担当

執行役員 山元 文明 融資企画部担当

執行役員 中村 健吾 不動産ビジネス部担当 兼不動産営業部担当

執行役員 秋國 仁孝 総合資金部担当

執行役員 池田 都史彦 神奈川地域担当

執行役員 松井 浩一 リスク統括部長 兼リスク統括部担当

執行役員 吉井 宏 大阪地域担当（ブロック担当）(*7)

執行役員 村上 悦二 ひょうご地域担当

執行役員 石田 和男 信託ビジネス部担当

執行役員 須賀 敬亮 多摩地域担当

執行役員 池田 博之 奈良地域担当

執行役員 江副 弘隆(*1) 人材サービス部長

執行役員 野崎 清二郎 首都圏地域担当（ブロック担当）(*8)

執行役員 原 俊樹 大阪地域担当（ブロック担当）(*9)

執行役員 辰野 敏彦 総合基金営業部担当

執行役員 西東 久 大阪営業部長

執行役員 田村 雅治 首都圏地域担当（ブロック担当）(*10)

執行役員 西岡 明彦

執行役員 菅 哲哉 大阪地域担当（ブロック担当）(*11)

執行役員 森下 清市 審査部副担当

執行役員 古川 裕二 経営管理部長 兼経営管理部(特命)担当

執行役員 伊東 弘美 首都圏地域担当（ブロック担当）(*12)

執行役員 三宅 康晴 年金ソリューション部担当 兼証券信託営業部担当

(＊1)りそなホールディングス兼務 (＊2)埼玉りそな銀行兼務 (＊3)独立店：四日市支店、和歌山支店、高知支店、津支店、広島支店
(＊4)独立店：札幌支店、宇都宮支店、静岡支店、前橋支店、仙台支店、長岡支店、松本支店、甲府支店、富士支店、浜松支店
(＊5)年金ソリューション部・総合基金営業部・証券信託営業部・信託ビジネス部・年金信託部・運用統括部・年金運用部・

受託資産運用部・アセットマネジメント部・信託業務管理部担当統括
(＊6)大阪地域市内北ブロック担当 (＊7)大阪地域市内南ブロック担当 (＊8)首都圏地域東ブロック担当
(＊9)大阪地域市外南ブロック担当 (＊10)首都圏地域西ブロック担当 (＊11)大阪地域市外北ブロック担当
(＊12)首都圏地域山の手ブロック担当

運用統括部担当 兼年金運用部担当 兼受託資産運用部担当
兼アセットマネジメント部担当

ローンビジネス部担当

地域サポート部担当

人材サービス部担当 兼人材育成部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当 兼総合資金部担当統括

コーポレートビジネス部担当 兼法人ソリューション営業部担当
兼公共法人部担当

コンプライアンス統括部担当 兼サービス改革部担当

大阪地域担当 兼京都・滋賀営業本部担当 兼九州営業本部担当
兼独立店担当(*3)

コンシューマーバンキング部担当

内部監査部担当

代表取締役副社長
兼執行役員
代表取締役副社長
兼執行役員

取締役
兼専務執行役員

信託業務管理部担当

代表取締役
兼執行役員
取締役
兼専務執行役員

取締役
兼専務執行役員

信託部門担当統括(*5）

取締役
兼専務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

取締役
兼専務執行役員

首都圏地域担当 兼名古屋営業本部担当 兼独立店担当(*4)


