
2017 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社りそなホールディングス

代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長  東 和浩

（コード番号 8308 東証第一部）

当社およびグループ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埼玉りそな銀行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、本件は、本年６月開催の株主総会および同総会終了後に開催される取締役会の承認を

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:03-6704-1630（大阪本社）TEL:06-6264-5685（埼玉分室）TEL:048-835-1524



2017 年 5 月 12 日

株式会社りそなホールディングス

（2017 年 6 月 23 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

取締役

兼代表執行役

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

原 俊 樹  代表執行役

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

りそな銀行取締役兼執行役員、埼玉りそな銀行執行役員を引続き兼務

社外取締役 馬 場  千 晴 埼玉りそな銀行

社外取締役

２．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任＊１ 古 川  裕 二 取締役

退任 大 薗  恵 美 社外取締役

＊1 古川裕二氏は、従前どおり、りそな決済サービス株式会社代表取締役社長の任にあたる。

以  上



2017 年 5 月 12 日

株式会社埼玉りそな銀行

（2017 年 6 月 22 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

社外取締役 新 井  良 亮 株式会社ルミネ

代表取締役社長

２．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任＊１ 馬 場  千 晴 社外取締役

＊1 2017 年 6 月 23 日付でりそなホールディングス社外取締役に就任予定。

以 上



りそなホールディングス  役員一覧 2017年6月23日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役
兼代表執行役社長

東   和浩(*1) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ

取締役
兼代表執行役

菅   哲哉(*1) ｶﾝ ﾃﾂﾔ グループ戦略部担当

取締役
兼代表執行役

原　俊樹(*1)(*2) ﾊﾗ ﾄｼｷ 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

取締役 磯野  薫 ｲｿﾉ ｶｵﾙ 監査委員会委員

社外取締役 有馬 利男 ｱﾘﾏ ﾄｼｵ 指名委員会委員・報酬委員会委員

社外取締役 佐貫 葉子 ｻﾇｷ ﾖｳｺ 監査委員会委員長

社外取締役 浦野 光人 ｳﾗﾉ ﾐﾂﾄﾞ 報酬委員会委員長

社外取締役 松井 忠三 ﾏﾂｲ ﾀﾀﾞﾐﾂ 指名委員会委員長・報酬委員会委員

社外取締役 佐藤 英彦 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 指名委員会委員・監査委員会委員

社外取締役 馬場 千晴 ﾊﾞﾊﾞ ﾁﾊﾙ 監査委員会委員

２．執行役

役職名 氏名 担当および委嘱等

執行役 池田 一義(*2) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当

執行役 中前 公志(*3) ﾅｶﾏｴ ｺｳｼﾞ グループ戦略部（近畿大阪銀行経営管理）担当

執行役 吉本 敬司(*1) ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｼ 市場企画部担当

執行役 川島 高博(*1) ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 内部監査部担当

執行役 鳥居 高行(*1) ﾄﾘｲ ﾀｶﾕｷ 決済事業部担当

執行役 菱矢 洋一(*1) ﾋｼﾔ ﾖｳｲﾁ リスク統括部担当　兼コンプライアンス統括部担当

執行役 新屋 和代(*1) ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾖ 人材サービス部長

執行役 有明 三樹子 ｱﾘｱｹ ﾐｷｺ コーポレートコミュニケーション部担当

執行役 岩永省一(*1) ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳｲﾁ ファシリティ管理部担当

執行役 吉崎 智雄（*1）(*2) ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓｵ デジタル化推進部担当　兼業務サポート部担当

執行役 野口 幹夫（*1) ﾉｸﾞﾁ ﾐｷｵ IT企画部担当

執行役 福岡 聡 ﾌｸｵｶ ｻﾄｼ 財務部担当

執行役 南 昌宏(*1) ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ オムニチャネル戦略部担当　兼グループ戦略部長

執行役 石田 茂樹(*1) ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 信用リスク統括部担当

(＊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



埼玉りそな銀行 役員一覧 2017年6月22日付

１．取締役および監査役

役職名 氏名 担当および委嘱等

代表取締役社長 池田 一義(*1) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

代表取締役
兼専務執行役員

野村 眞 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 営業サポート本部長　兼資金証券部担当

取締役
兼常務執行役員

増田 賢一朗 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ
人材サービス部担当　兼リスク統括部担当
兼オペレーション改革部担当

取締役
兼執行役員

寺畑 貴史 ﾃﾗﾊﾀ ﾀｶｼ
経営管理部長　兼経営管理部担当
兼コンプライアンス統括部担当　兼融資企画部担当

取締役（非常勤） 小坂 肇(*2) ｺｻｶ ﾊｼﾞﾒ

取締役（非常勤） 木村 滋樹(*2) ｷﾑﾗ ｼｹﾞｷ

社外取締役 新井 良亮 ｱﾗｲ ﾖｼｱｷ

監査役（常勤） 村上 真輔 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｽｹ

監査役（常勤） 宮城 典子 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘｺ

社外監査役 鈴木 和宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ

社外監査役 古川 康信 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

常務執行役員 藤田 正幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 埼玉西地域営業本部長

執行役員 原   俊樹（*1）(*2) ﾊﾗ ﾄｼｷ 人材サービス部副担当

執行役員 宮崎 恒史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾈｼ 埼玉中央地域営業本部長(*3)

執行役員 前田 哲哉 ﾏｴﾀﾞ　ﾃﾂﾔ 埼玉中央地域営業本部長(*4)

執行役員 山嵜 浩一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 埼玉北地域営業本部長

執行役員 浅香 哲也 ｱｻｶ　ﾃﾂﾔ 埼玉営業本部長　兼地域ビジネス部担当

執行役員 広川 正則 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 埼玉東地域営業本部長

執行役員 吉崎 智雄（*1）(*2) ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓｵ オペレーション改革部副担当

執行役員 岡橋 達哉 ｵｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 営業サポート本部副本部長(*5)

執行役員 内田 政美 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ 内部監査部担当

執行役員 獅子倉 基之 ｼｼｸﾗ ﾓﾄﾕｷ 融資部担当

(＊1)りそなホールディングス兼務

(＊2)りそな銀行兼務

(＊3)川口ブロック・上尾ブロック

(＊4)浦和中央ブロック・大宮ブロック

(＊5)営業サポート本部長所管事項のうち、法人部、個人部、プライベートバンキング部に関する職務を担当


