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2009年5月19日 

 

各 位 

 

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

三菱ＵＦＪリース株式会社 

取締役社長  小幡 尚孝 

(コード番号 8593 東証・名証第一部)  

お問合せ先 

広報ＩＲ部長  太田 尚志 

TEL 03-6865-3002 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 
 
 
弊社は下記の通り役員の異動を行うことと致しましたので、お知らせ致します。 

 

 

記 

 

 

１．異動（2009年5月19日） 

 

（１）取締役 

 

 新(2009年5月19日以降) 旧 

島田 建一 取締役(執行役員兼務) 常務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 

潮田 善信 取締役(執行役員兼務) 常務取締役(執行役員兼務) 

金融開発事業カンパニー担当 

 

（２）執行役員 

 

 新(2009年5月19日以降) 旧 

片岡 和行 常務執行役員 常務執行役員 

西日本事業カンパニー担当 

兼西日本業務部長委嘱 

漆畑 秀樹 常務執行役員 

コーポレートセンター担当 

兼営業統括部長委嘱 

常務執行役員 営業統括部長 
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２．昇役（2009年5月19日） 

 

 新(2009年5月19日以降) 旧 

坂本 公一 常務執行役員 

コーポレートセンター担当 
兼企画部長委嘱 

執行役員 企画部長 

石井 延佳 常務執行役員 審査第一部長 執行役員 審査第一部長 

小濱 清彦 常務執行役員 

西日本事業カンパニー担当 
兼西日本業務部長委嘱 

執行役員 第四営業部長 

和田 昭穂 常務執行役員 

金融開発事業カンパニー担当 

兼不動産ファイナンス部長委嘱

執行役員 不動産ファイナンス部長 

 

 

３．退任（2009年5月31日） 

 

 2009年5月31日に退任 退任後の予定 

片岡 和行 常務執行役員 株式会社泉州銀行の顧問となり、

6月下旬に専務取締役に就任の予定 

 

 

４．新任取締役候補（2009年6月26日） 

 

 新(2009年6月26日以降) 現 

村田 隆一 取締役副社長(執行役員兼務) 

全般統括 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

副頭取 

漆畑 秀樹 常務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
兼営業統括部長委嘱 

常務執行役員 

コーポレートセンター担当 
兼営業統括部長委嘱 

坂本 公一 常務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
兼企画部長委嘱 

常務執行役員 

コーポレートセンター担当 
兼企画部長委嘱 

 

 

５．新任監査役候補（2009年6月26日） 

 

 新(2009年6月26日以降) 現 

内藤 有 常勤監査役 カシオリース株式会社 

代表取締役社長 

円谷 茂 監査役(社外監査役) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

常務執行役員(注) 
（注）円谷茂氏は、2009年6月下旬に現職を退任し、エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会

社の代表取締役社長に就任の予定。 
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６．新任執行役員（2009年6月26日） 

 

 新(2009年6月26日以降) 現 

東﨑 雅美 執行役員 国際部長 理事 国際部長 

横手 政明 執行役員 名古屋第一営業部長 理事 名古屋第一営業部長 

君嶋 宏之 執行役員 人事部長 理事 人事部長 

三木 修 執行役員 第四営業部長 理事 第四営業部長(注) 

多田 清 執行役員 第五営業部長 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

本部審議役 
（注）三木修氏は、2009年5月19日付で理事 第一営業部長から理事 第四営業部長へ異動。 

 

 

７．昇役（2009年6月26日） 

 

 新(2009年6月26日以降) 現 

小森 哲夫 取締役副社長(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
専務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
平田 由夫 専務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
常務取締役(執行役員兼務) 

コーポレートセンター担当 
岡林 正和 専務執行役員 

東日本事業カンパニー担当 
兼東日本業務部長委嘱 

常務取締役(執行役員兼務) 

東日本事業カンパニー担当 
兼東日本業務部長委嘱 

 

 

８．退任（2009年6月26日） 

 

（１）取締役 

 

 2009年6月26日に退任 退任後の予定 

島田 建一 取締役(執行役員兼務) 三菱オートリース株式会社の代表取

締役副社長に就任の予定 

潮田 善信 取締役(執行役員兼務) カシオリース株式会社の社長に就任

の予定 
   （注）この他に、上記７のとおり、岡林正和氏が取締役を退任の上、専務執行役員に昇役。 

 

（２）監査役 

 

 2009年6月26日に退任 退任後の予定 

多田野 裕司 常勤監査役 三菱オートリース株式会社の常勤監

査役に就任の予定 

丸山 栄作 監査役(社外監査役)  

鉢呂 哲雄 監査役(社外監査役)  

 

 



 ４

（３）執行役員 

 

 2009年6月26日に退任 退任後の予定 

宮川 浩 執行役員 第五営業部長 株式会社御幸ビルディングの専務執

行役員に就任の予定 

 
以  上 



 

役員一覧（2009年5月19日時点）（全36名） 

 

１．取締役（13 名） 

役職（注） 氏名 社内役員については委嘱・担当業務を記載 

取締役会長（代表取締役） 田中 一好  

取締役社長（代表取締役）＊ 小幡 尚孝  

専務取締役       ＊ 小森 哲夫 コーポレートセンター担当 

専務取締役       ＊ 百瀬 一夫 コーポレートセンター担当 

常務取締役       ＊ 平田 由夫 コーポレートセンター担当 

常務取締役       ＊ 岡林 正和 東日本事業カンパニー担当 東日本業務部長委嘱 

常務取締役       ＊ 三浦 隆 中部事業カンパニー担当 中部業務部長委嘱 

取締役           ＊ 島田 建一  

取締役         ＊ 潮田 善信  

取締役（社外取締役） 石川 忠司 (株)豊田自動織機代表取締役会長 

取締役（社外取締役） 武内 英史 三菱商事(株)常務執行役員新産業金融事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ COO 兼投資

金融事業本部長 

取締役（社外取締役） 米田 克巳 明治安田生命保険(相)常務執行役 

取締役（社外取締役） 松林 孝美 名古屋鉄道(株)専務取締役 

（注）＊の取締役は執行役員を兼務。 

 

２．監査役（8名） 

常勤監査役 多田野 裕司  

常勤監査役 髙橋 邦彰  

常勤監査役 村井 茂之  

監査役（社外監査役） 今川 達功 (株)三菱東京 UFJ 銀行常勤監査役 

監査役（社外監査役） 徳光 彰二 中京テレビ放送(株)代表取締役社長 

監査役（社外監査役） 丸山 栄作 日本物産(株)顧問 

監査役（社外監査役） 早川 眞一郎 東京大学大学院総合文化研究科教授 

監査役（社外監査役） 鉢呂 哲雄 エム･ユー･トラスト･アップルプランニング(株)代表取締役会長

 

３．取締役兼務の執行役員（上記１．の 8名）を除いた、執行役員（15 名） 

常務執行役員 片岡 和行 (2009年5月31日に退任予定) 

常務執行役員 辻  誠 専門営業事業カンパニー担当 

常務執行役員 才村 耕二 財務部長 

常務執行役員 漆畑 秀樹 コーポレートセンター担当 営業統括部長委嘱 

常務執行役員 坂本 公一 コーポレートセンター担当 企画部長委嘱 

常務執行役員 石井 延佳 審査第一部長 

常務執行役員 小濱 清彦 西日本事業カンパニー担当 西日本業務部長委嘱 

常務執行役員 和田 昭穂 金融開発事業カンパニー担当 不動産ファイナンス部長委嘱 

執行役員 河井 博道 総務部長 

執行役員 保田 徳太郎 情報システム部担当 

執行役員 戸本 尊雄 審査第三部長 

執行役員 加藤 博 リース資産統括部長 

執行役員 西  哲郎 第三営業部長 

執行役員 宮川 浩 第五営業部長 

執行役員 小田 裕正 機械営業部長 

 

以  上 



役員一覧（2009年6月26日時点）（全37名） 

 

１．取締役（13 名） 

役職（注） 氏名 社内役員については委嘱・担当業務を記載 

取締役会長（代表取締役） 田中 一好  

取締役社長（代表取締役）＊ 小幡 尚孝  

取締役副社長      ＊ 村田 隆一 全般統括 

取締役副社長      ＊ 小森 哲夫 コーポレートセンター担当 

専務取締役       ＊ 百瀬 一夫 コーポレートセンター担当 

専務取締役       ＊ 平田 由夫 コーポレートセンター担当 

常務取締役       ＊ 三浦 隆 中部事業カンパニー担当 中部業務部長委嘱 

常務取締役       ＊ 漆畑 秀樹 コーポレートセンター担当 営業統括部長委嘱 

常務取締役       ＊ 坂本 公一 コーポレートセンター担当 企画部長委嘱 

取締役（社外取締役） 石川 忠司 (株)豊田自動織機代表取締役会長 

取締役（社外取締役） 武内 英史 三菱商事(株)常務執行役員新産業金融事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ COO 兼投資

金融事業本部長 

取締役（社外取締役） 米田 克巳 明治安田生命保険(相)常務執行役 

取締役（社外取締役） 松林 孝美 名古屋鉄道(株)専務取締役 

（注）＊の取締役は執行役員を兼務。 

 

２．監査役（7名） 

常勤監査役 内藤 有  

常勤監査役 髙橋 邦彰  

常勤監査役 村井 茂之  

監査役（社外監査役） 今川 達功 (株)三菱東京 UFJ 銀行常勤監査役 

監査役（社外監査役） 徳光 彰二 中京テレビ放送(株)代表取締役社長 

監査役（社外監査役） 早川 眞一郎 東京大学大学院総合文化研究科教授 

監査役（社外監査役） 円谷 茂 エム･ユー･トラスト･アップルプランニング(株)代表取締役社長

 

３．取締役兼務の執行役員（上記１．の 8名）を除いた、執行役員（17 名） 

専務執行役員 岡林 正和 東日本事業カンパニー担当 東日本業務部長委嘱 

常務執行役員 辻  誠 専門営業事業カンパニー担当 

常務執行役員 才村 耕二 財務部長 

常務執行役員 石井 延佳 審査第一部長 

常務執行役員 小濱 清彦 西日本事業カンパニー担当 西日本業務部長委嘱 

常務執行役員 和田 昭穂 金融開発事業カンパニー担当 不動産ファイナンス部長委嘱 

執行役員 河井 博道 総務部長 

執行役員 保田 徳太郎 情報システム部担当 

執行役員 戸本 尊雄 審査第三部長 

執行役員 加藤 博 リース資産統括部長 

執行役員 西  哲郎 第三営業部長 

執行役員 小田 裕正 機械営業部長 

執行役員 東﨑 雅美 国際部長 

執行役員 横手 政明 名古屋第一営業部長 

執行役員 君嶋 宏之 人事部長 

執行役員 三木 修 第四営業部長 

執行役員 多田 清 第五営業部長 

 

以  上 
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