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2011年5月16日 

 
 
各 位 

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ リ ー ス 株 式 会 社                  

取 締 役 社 長    村  田  隆  一 
（コード番号 ８５９３ 東証・名証第１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 

 

 

当社は、本日開催された取締役会で、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（2011年5月16日） 

 

（１）執行役員 

 

 新(2011年5月16日以降) 旧 

岡林 正和 専務執行役員 専務執行役員 

東日本事業カンパニー担当 

辻  誠 常務執行役員 常務執行役員 

第三専門事業カンパニー担当 

和田 昭穂 常務執行役員 

第二専門事業カンパニー担当 

第三専門事業カンパニー担当 

兼不動産プロジェクト部長委嘱 

常務執行役員 

第二専門事業カンパニー担当 

兼不動産ファイナンス部長委嘱 

加藤 博 執行役員 執行役員 リース資産統括部長 

小田 裕正 執行役員 執行役員 機械営業部長 

東﨑 雅美 執行役員 執行役員 国際部担当 

兼海外事業部長 

小早川 英樹 執行役員 国際部部長 執行役員 審査第三部長 

 

 

 

 

 

 



２ 
 

 

 

２．昇役（2011年5月16日） 

 

 新(2011年5月16日以降) 旧 

君嶋 宏之 常務執行役員 

第一営業部長委嘱 

執行役員 第一営業部長 

三木 修 常務執行役員 

東日本事業カンパニー担当 

兼営業統括部長委嘱 

執行役員 営業統括部長 

多田 清 常務執行役員 

第四専門事業カンパニー担当 

執行役員 第五営業部長 

松本 薫 常務執行役員 

第三営業部長委嘱 

執行役員 第三営業部長 

 

 

３．新任取締役候補（2011年6月29日） 

 

 新(2011年6月29日以降) 旧 

伊藤 太一 常務取締役（執行役員兼務） 

第三専門事業カンパニー担当 

三菱商事株式会社 

理事 インフラプロジェクト本部付

 

 

４．新任監査役候補（2011年6月29日） 

 

 新(2011年6月29日以降) 旧 

辻  誠 常勤監査役 常務執行役員 

小田 裕正 常勤監査役 執行役員 

（注）辻誠氏、小田裕正氏は、別掲のとおり、2011年5月16日付で異動。 

 

 

５．新任執行役員（2011年6月29日） 

 

 新(2011年6月29日以降) 旧 

大貫 雅史 執行役員 人事部長 理事 人事部長 

佐藤 直樹 執行役員 ストラクチャードファ

イナンス部長 

理事 ストラクチャードファイナン

ス部長 

糟谷 哲生 執行役員 海外事業部長 理事 海外事業部長 

羽根 彰 執行役員 大阪第一営業部長 理事 大阪第一営業部長 

葛谷 悦敏 執行役員 アセットマネージング

部長 

理事 アセットマネージング部長 

鈴木 弓弦 執行役員 営業統括部長 理事 第四営業部長 

（注）糟谷哲生氏、葛谷悦敏氏は、別途発表のとおり、2011年5月16日付で異動。 

 

 

 



３ 
 

 

 

６．異動（2011年6月29日） 

 

（１）執行役員 

 

 新(2011年6月29日以降) 旧 

和田 昭穂 常務執行役員 

第二専門事業カンパニー担当 

常務執行役員 

第二専門事業カンパニー担当 

第三専門事業カンパニー担当 

兼不動産プロジェクト部長委嘱 

三木 修 常務執行役員 

東日本事業カンパニー担当 

常務執行役員 

東日本事業カンパニー担当 

兼営業統括部長委嘱 

小早川 英樹 執行役員 

Bangkok Mitsubishi UFJ Lease 

Co.,Ltd.社長 

執行役員 国際部部長 

（注）和田昭穂氏、三木修氏、小早川英樹氏は、別掲のとおり、2011年5月16日付で異動。 

 

 

７．退任（2011年6月29日） 

 

（１）監査役 

 

 2011年6月29日に退任 退任後の予定 

内藤 有 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 

髙橋 邦彰 常勤監査役 中京総合リース株式会社の代表取締

役副社長に就任の予定 

 

 

（２）執行役員 

 

 2011年6月29日に退任 退任後の予定 

岡林 正和 専務執行役員 当社の顧問に就任の予定 

辻  誠 常務執行役員 当社の常勤監査役に就任の予定 

河井 博道 執行役員 当社の総務部長 

加藤 博 執行役員 セントラルコンパス株式会社の代表

取締役社長に就任の予定 

小田 裕正 執行役員 当社の常勤監査役に就任の予定 

東﨑 雅美 執行役員 ダイヤモンドレンタルシステム株式

会社の代表取締役会長に就任の予定
（注）岡林正和氏、辻誠氏、加藤博氏、小田裕正氏、東﨑雅美氏は、別掲のとおり、2011年5月16日付で異動。 

 

以  上 
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役員一覧（2011 年 5 月 16 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） 小幡 尚孝  

取締役副会長(代表取締役)＊ 平田 由夫 コーポレートセンター担当 

取締役社長（代表取締役）＊ 村田 隆一  

取締役副社長(代表取締役)＊ 白石 正 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       ＊ 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       ＊ 関  和夫 第一専門事業カンパニー担当 

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 

常務取締役       ＊ 才村 耕二 コーポレートセンター担当  

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 CEO 

取締役（社外取締役） 猪又 肇 明治安田生命保険（相）専務執行役 

取締役（社外取締役） 松林 孝美 名古屋鉄道(株)代表取締役副社長 

（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  

常務執行役員 辻  誠  

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 第二専門事業カンパニー担当 第三専門事業カンパニー担当 

不動産プロジェクト部長委嘱 

常務執行役員 横手 政明 名古屋第一営業部長 

常務執行役員 君嶋 宏之 第一営業部長 

常務執行役員 三木 修 東日本事業カンパニー担当 営業統括部長委嘱 

常務執行役員 多田 清 第四専門事業カンパニー担当 

常務執行役員 松本 薫 第三営業部長 

執行役員 河井 博道 総務部長 

執行役員 加藤 博  

執行役員 西  哲郎 東日本事業カンパニー副担当 兼東日本業務部長 

執行役員 小田 裕正  

執行役員 東﨑 雅美  

執行役員 髙橋 達尚 財務部長 

執行役員 小早川 英樹 国際部部長 

 

以  上 

 



５ 
 

 

 

役員一覧（2011 年 6 月 29 日時点）（全 38 名） 

 

１．取締役（14 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） 小幡 尚孝  

取締役副会長(代表取締役)＊ 平田 由夫 コーポレートセンター担当 

取締役社長（代表取締役）＊ 村田 隆一  

取締役副社長(代表取締役)＊ 白石 正 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       ＊ 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       ＊ 関  和夫 第一専門事業カンパニー担当 

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 

常務取締役       ＊ 才村 耕二 コーポレートセンター担当  

常務取締役       ＊ 伊藤 太一 第三専門事業カンパニー担当 

取締役（社外取締役） 石川 忠司 (株)豊田自動織機相談役 

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 CEO 

取締役（社外取締役） 猪又 肇 明治安田生命保険（相）専務執行役 

取締役（社外取締役） 松林 孝美 名古屋鉄道(株)代表取締役副社長 

（注）＊の取締役は執行役員を兼務。 

 

２．監査役（7名） 

常勤監査役 辻  誠  

常勤監査役 村井 茂之  

常勤監査役 小田 裕正  

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 9名）を除いた、執行役員（17 名） 

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 第二専門事業カンパニー担当 

常務執行役員 横手 政明 名古屋第一営業部長 

常務執行役員 君嶋 宏之 第一営業部長 

常務執行役員 三木 修 東日本事業カンパニー担当 

常務執行役員 多田 清 第四専門事業カンパニー担当 

常務執行役員 松本 薫 第三営業部長 

執行役員 西  哲郎 東日本事業カンパニー副担当 兼東日本業務部長 

執行役員 髙橋 達尚 財務部長 

執行役員 小早川 英樹 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd.社長 

執行役員 大貫 雅史 人事部長 

執行役員 佐藤 直樹 ストラクチャードファイナンス部長 

執行役員 糟谷 哲生 海外事業部長 

執行役員 羽根 彰 大阪第一営業部長 

執行役員 葛谷 悦敏 アセットマネージング部長 

執行役員 鈴木 弓弦 営業統括部長 

 

以  上 


