
2019 年 12 月 26 日

各 位

株式会社りそなホールディングス

りそな銀行の役員異動について

2019 年 10 月 1 日公表の「グループ資産運用機能の集約に関する契約の締結について」の通

り、2020 年 1 月 1 日付株式会社りそな銀行の資産運用機能の分割に伴う役員の担当委嘱変更に

ついて、別紙のとおりお知らせいたします。

以  上



2019 年 12 月 26 日

株式会社りそな銀行

（2020 年 1 月 1 日付）

１．執行役員

（氏 名） （現役職名）

執行役員

信託財産運用部担当

西 山  明 宏 執行役員

信託財産運用部担当

兼アセットマネジメント部担当

以  上



りそな銀行 役員一覧 2020年1月1日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役会長
兼代表取締役社長
兼執行役員

東   和浩(*1) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ コーポレートガバナンス事務局担当

代表取締役副社長
兼執行役員

平山 泰行 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 東日本担当統括(*3)

代表取締役副社長
兼執行役員

小坂  肇 ｺｻｶ ﾊｼﾞﾒ 西日本担当統括(*4)

取締役 川島 高博 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 監査等委員

取締役 野澤 幸博 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 監査等委員

社外取締役 三箇山 秀之 ﾐｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 監査等委員

社外取締役 土田　亮 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 監査等委員

社外取締役 岡田 英理香 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｶ

社外取締役 八重倉 孝 ﾔｴｸﾗ ﾀｶｼ 監査等委員

副会長(＊17) 池田 博之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 浅井 哲 ｱｻｲ ﾃﾂ コーポレートビジネス部担当　兼事業戦略サポート部担当

専務執行役員 鳥居 高行(*1) ﾄﾘｲ ﾀｶﾕｷ 決済事業部担当

常務執行役員 前田 哲哉 ﾏｴﾀﾞ　ﾃﾂﾔ 審査部担当　兼融資管理部担当

常務執行役員 新屋 和代(*1)(*2) ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾖ 人材サービス部担当　兼人材育成部担当

常務執行役員 有明 三樹子 ｱﾘｱｹ ﾐｷｺ
プライベートバンキング部担当統括　兼ローンビジネス担当統括(*5)
兼コンシューマービジネス部担当

常務執行役員 芹沢 直人 ｾﾘｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 国際事業部担当

常務執行役員 浜田 勇一郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京営業部長

常務執行役員 岡橋 達哉 ｵｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大阪営業部長

常務執行役員 枡田 至弘 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 信託ビジネス部担当統括　兼年金業務部担当

執行役員 広川 正則(*1) ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 内部監査部担当

執行役員 岩永 省一(*1) ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳｲﾁ 経営管理部担当

執行役員 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　兼ファシリティ管理部担当

執行役員 福島 祐治 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ 不動産営業部担当　兼不動産ビジネス部担当

執行役員 茶谷 健(*2) ﾁｬﾀﾆ ｹﾝ 大阪地域担当(*6)　兼奈良地域担当　兼独立店担当（*7）

執行役員 野口 幹夫(*1) ﾉｸﾞﾁ ﾐｷｵ システム部担当

執行役員 南 昌宏(*1) ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ
営業サポート統括部担当　兼オムニチャネル戦略部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当

執行役員 米谷 高史 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ プライベートバンキング部担当　兼ローン事業部担当　兼ローン管理部担当

執行役員 石田 茂樹(*1) ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 融資企画部担当　兼リスク統括部担当　

執行役員 及川 久彦(*1) ｵｲｶﾜ ﾋｻﾋｺ コンプライアンス統括部担当

執行役員 岡田 浩和（*2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪地域担当(*8)　兼京都・滋賀営業本部担当

執行役員 鈴木 陽彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 神奈川地域担当　兼独立店担当（*9)

執行役員 佐々木 力 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 首都圏地域担当(*10)　兼独立店担当(*11)

執行役員 馬場 一郎 ﾊﾞﾊﾞ ｲﾁﾛｳ 審査部副担当

執行役員 田原 英樹(*1) ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 総合資金部担当

執行役員 西山 明宏 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 信託財産運用部担当

執行役員 村上 二郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾛｳ 国際事業部副担当

執行役員 小笠原 律志 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶｼ 首都圏地域担当(*12)　兼多摩地域担当　兼独立店担当(*13)

執行役員 河野 哲 ｺｳﾉ ｻﾄｼ ひょうご地域担当　兼独立店担当(*14)

執行役員 日野 夏樹 ﾋﾉ ﾅﾂｷ 首都圏地域担当(*15)　兼独立店担当(*16)

執行役員 持丸 秀樹 ﾓﾁﾏﾙ ﾋﾃﾞｷ 信託ビジネス部担当

(＊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)首都圏地域・神奈川地域・多摩地域・名古屋営業本部・独立店（札幌支店、宇都宮支店、前橋支店、仙台支店、長岡支店、松本支店、
        甲府支店、浜松支店）担当統括
(＊4)大阪地域・奈良地域・ひょうご地域・京都･滋賀営業本部・九州営業本部・独立店(和歌山支店、広島支店)担当統括
(＊5)ローン事業部・ローン管理部担当統括　(＊6)南ブロック　(＊7)和歌山支店　(＊8)北ブロック
(＊9）浜松支店　(＊10)南ブロック　(＊11)前橋支店・長岡支店　(＊12)西ブロック　(＊13)松本支店・甲府支店
(＊14)広島支店　(＊15）東ブロック　(＊16)札幌支店・宇都宮支店・仙台支店
(＊17)副会長池田博之は、取締役ではありません。


