
1 

 

2022年 3月 3日 

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 

（コード番号 8306） 

 

代表執行役の異動について 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表執行役の異動について決議いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動の理由 

役員異動に伴う、代表執行役の異動 

 

2. 異動の内容（2022年 4月1日付） 

      新      旧 

 

荒木 三郎 

  

取締役 

 

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 

取締役会長 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 

副会長 

  

取締役 

代表執行役副会長 

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 

取締役社長兼グローバルCEO 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 

取締役社長兼CEO 

 

長島 巌 

  

取締役 

 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取締役社長 

  

取締役 

代表執行役副会長 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取締役社長 

 

半沢 淳一 

  

取締役 

 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役頭取執行役員 

  

取締役 

代表執行役副会長 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役頭取執行役員 

 

米花 哲也 

  

代表執行役専務 

グループCFO 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役専務執行役員 

  

執行役専務 

グループCFO 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役専務執行役員 

 

林 尚見 

  

代表執行役専務 

コーポレートバンキング事業本部長 

 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役副頭取執行役員 

  

執行役専務 

コーポレートバンキング事業本部長 

兼リサーチ&アドバイザリー企画部担当 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役専務執行役員 
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      新      旧 

 

宮田 敦 

  

代表執行役専務 

法人・リテール事業本部長 

兼ウェルスマネジメントユニット長 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役副頭取執行役員 

  

執行役専務 

法人・リテール事業本部長 

兼ウェルスマネジメントユニット長 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役専務執行役員 

 

宮下 裕 

  

代表執行役常務 

グループCSO（経営企画部（除く財務 

・資源運営兼海外事業）担当） 

兼総務部担当 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役常務執行役員 

  

執行役常務 

グループCSO（経営企画部（除く財務 

・資源運営兼海外事業）担当） 

兼総務部担当 

株式会社三菱UFJ銀行 

取締役常務執行役員 

 

3. 新任代表執行役等の略歴 

米 花 哲 也（よねはな てつや） 

生年月日 1964年   2月  10日 

学  歴 1986年 3月 東京大学 工学部卒業 

職  歴 1986年 4月 三菱信託銀行株式会社入社 

2012年 6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 役員付部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 財務企画部長 

2014年 6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法人企画推進部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 信託企画部長 

2015年 6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 経営企画部長 

2016年 6月 同社 常務執行役員 経営企画部（CSO 兼 CFO）担当 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 

常務執行役員 グループDeputy CSO 兼 グループDeputy CFO 

2020年 4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 退任 

株式会社三菱UFJ銀行 専務執行役員 

CFO（経営企画部（予算・資源運営）・財務企画部担当） 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 

執行役専務 グループCFO（現職） 

2020年 6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 

CFO（経営企画部（予算・資源運営）・財務企画部担当） 

2021年 4月 同行 取締役専務執行役員 

CFO（経営企画部（財務・資源運営）・財務企画部担当）（現職） 

所有株式数 普通株式  89,922株（2021年 9月 30日時点） 
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林   尚 見（はやし なおみ） 

生年月日 1965年   3月  16日 

学  歴 1987年 3月 慶應義塾大学 経済学部卒業 

職  歴 1987年 4月 株式会社三菱銀行入行 大伝馬町支店 

2013年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 法人企画部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 法人企画部長 

2015年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 経営企画部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 経営企画部長 

2017年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 

会長行室の担当並びに経営企画部（除く予算・資源運営）・デジタル

企画部の副担当 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員  

経営企画部副担当 兼 デジタル企画部副担当 

2018年 4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 

経営企画部（除く予算・資源運営）・デジタル企画部の副担当 

2018年 5月 同行 常務執行役員 CSO（経営企画部（除く予算・資源運営）の担当） 

並びに総務部の担当並びにデジタル企画部の副担当 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務  

グループCSO（経営企画部（除く予算・資源運営）担当） 

2018年 6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く予算・資源運営）の担当） 

2020年 4月 同行 取締役常務執行役員 会長行室担当 

2021年 4月 同行 取締役専務執行役員 

コーポレートバンキング部門長 兼 会長行室担当 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務  

コーポレートバンキング事業本部長 兼 リサーチ&アドバイザリー

企画部担当（現職） 

2021年 7月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 

コーポレートバンキング部門長（現職） 

所有株式数 普通株式  26,810株（2021年 9月 30日時点） 
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宮 田   敦（みやた あつし） 

生年月日 1964年   3月  29日 

学  歴 1987年 3月 京都大学 経済学部卒業 

職  歴 1987年 4月 株式会社三和銀行入行 阿部野橋支店 

2013年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 営業第二本部 営業第六部長 

2015年 5月 同行 執行役員 大企業営業推進部長 兼 営業本部業務部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 CIB企画部長 

2017年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 

リテール部門副部門長並びに東日本エリア支店担当 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員  

リテール事業担当 

2018年 7月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長 兼 ウェルスマネジメント本部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員  

ウェルスマネジメントユニット長並びに法人・リテール事業担当 

2019年 4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長（業務推進担当）  

兼 ウェルスマネジメント本部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員  

ウェルスマネジメントユニット長 兼 法人・リテール事業本部長補佐

（業務推進担当） 兼 受託財産事業本部副本部長 

2021年 4月 株式会社三菱UFJ銀行 専務執行役員 

法人・リテール部門長 兼 ウェルスマネジメント本部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務 

法人・リテール事業本部長 兼 ウェルスマネジメントユニット長 

（現職） 

2021年 6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 

法人・リテール部門長 兼 ウェルスマネジメント本部長（現職） 

所有株式数 普通株式  45,297株（2021年 9月 30日時点） 
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宮 下   裕（みやした ゆたか） 

生年月日 1967年  10月  11日 

学  歴 1990年 3月 京都大学 法学部卒業 

職  歴 1990年 4月 株式会社三和銀行入行 瓦町支店 

2016年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 融資企画部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 融資企画部長 

2018年 5月 株式会社三菱UFJ銀行 執行役員 経営企画部長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 経営企画部長 

2019年 5月 株式会社三菱UFJ銀行 執行役員  

経営企画部長 兼 経営企画部渉外室長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員  

経営企画部長 兼 経営企画部渉外室長 

2020年 4月 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く予算・資源運営 兼 海外事業 兼 会長行室）

担当）兼 総務部担当 兼 経営企画部長 兼 経営企画部渉外室長 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員  

経営企画部長 兼 経営企画部渉外室長 

2020年 6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く予算・資源運営 兼 海外事業 兼 会長行室）

担当）兼 総務部担当 兼 経営企画部長 兼 経営企画部渉外室長 

2021年 4月 同行 取締役常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く予算・資源運営 兼 海外事業）担当） 兼  

総務部担当（現職） 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務 

グループCSO（経営企画部（除く財務・資源運営 兼 海外事業）担当 

兼 総務部担当（現職） 

所有株式数 普通株式  26,400株（2021年 9月 30日時点） 

 

 

以 上 

 （照会先） 

三菱UFJフィナンシャル・グループ 広報部 03-5218-1815 

 


