
2021 年 5 月 24 日

各 位

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ

グループ銀行の役員の異動について

グループ銀行である株式会社関西みらい銀行の役員の異動について、別紙のとおりお知らせ

いたします。

以  上



2021 年 5 月 24 日

株式会社関西みらい銀行

（2021 年 6 月 7 日付）

１．執行役員

（氏 名） （現役職名）

執行役員

梅田支店長

兼梅田支店営業第一部長

兼梅田中央支店長

足 立   光 執行役員

梅田支店長

以  上



関西みらい銀行 役員一覧 2021年6月7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

会長 橋本 和正 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ （取締役ではない）

代表取締役社長 菅 哲哉(*1)(*2) ｶﾝ ﾃﾂﾔ

代表取締役兼
副社長執行役員

西山 和宏(*2) ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 経営企画部担当

取締役（非常勤） 忍田 昇一（*4） ｵｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

取締役（非常勤） 磯野 薫(*2) ｲｿﾉ ｶｵﾙ

社外取締役 柴田  仁 ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾄｼ

社外取締役 尾賀 康裕 ｵｶﾞ ﾔｽﾋﾛ

監査役（常勤） 谷口 恭平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ

社外監査役(常勤） 山口　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

社外監査役 峯本 耕治 ﾐﾈﾓﾄ ｺｳｼﾞ

社外監査役 田中 英行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 櫻田　満 ｻｸﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 京都地域営業本部長　兼滋賀地域担当　

専務執行役員 岡部 大輔 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大阪中央地域営業本部長　兼本社営業本部長

専務執行役員 宮脇 平和(*2) ﾐﾔﾜｷ ﾄｼｶｽﾞ 営業統括部担当

常務執行役員 安田　彰 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ ローン業務部担当

常務執行役員 川上 公一 ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁ 法人業務部担当

常務執行役員 竹野 譲(*2)(*3) ﾀｹﾉ ﾕｽﾞﾙ リスク統括部担当　兼融資企画部担当　兼コンプライアンス統括部担当

常務執行役員 畑山 豊国 ﾊﾀﾔﾏ ﾄﾖｸﾆ 名古屋支店長　兼名古屋中央支店長

常務執行役員 鶴田　哲郎（*2)(*3) ﾂﾙﾀ　ﾃﾂﾛｳ 経営企画部（統合推進）担当

執行役員 里西  薫 ｻﾄﾆｼ ｶｵﾙ 滋賀地域営業本部長

執行役員 足立　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 梅田支店長 兼梅田支店営業第一部長 兼梅田中央支店長

執行役員 折橋 輝明 ｵﾘﾊｼ ﾃﾙｱｷ プロセス改革部担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

執行役員 浅田 修二(*2)(*3) ｱｻﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ システム部担当

執行役員 中田 浩 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼ ハウジング営業部担当

執行役員 奥田 雅輝 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ 審査部担当

執行役員 猪原 理生 ｲﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 法人業務部地域戦略室担当

執行役員 馬欠場 善則（*4） ｳﾏｶｹﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ 個人業務部担当　【兼務　埼玉りそな銀行取締役（非常勤）】

執行役員 古川 賢治(*2) ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ 人事部担当

執行役員 岩永 克也(*2)(*3) ｲﾜﾅｶﾞ　ｶﾂﾔ 資金証券部担当

執行役員 中川 恵太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ ソリューションビジネス部担当

執行役員 上月 敏彦（*2）（*3） ｺｳﾂﾞｷ　ﾄｼﾋｺ 内部監査部担当

執行役員 吉澤 輝明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾙｱｷ 大阪南・和歌山地域営業本部長

執行役員 市岡 和人(*2) ｲﾁｵｶ ｶｽﾞﾄ 総務部担当

執行役員 石井 暁 ｲｼｲ ｻﾄﾙ コンプライアンス統括部副担当

執行役員 上林 英紀 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 大阪東・奈良地域営業本部長

執行役員 結城　庄二(*2)(*3) ﾕｳｷ ｼｮｳｼﾞ コーポレートガバナンス室担当

執行役員 新籾 完志 ｱﾗﾓﾐ ｶﾝｼﾞ 審査部長

執行役員 黒川 友広 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 融資コンサルティング部担当

執行役員 髙松 眞一 ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 大阪北・兵庫地域営業本部長

執行役員 岡田 貴弘 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京支店長

(*1) りそなホールディングス兼務

(*2) 関西みらいフィナンシャルグループ兼務

(*3) みなと銀行兼務

(*4) 埼玉りそな銀行兼務



ご参考

関西みらい銀行 役員一覧 2021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

会長 橋本 和正 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ （取締役ではない）

代表取締役社長 菅 哲哉(*1)(*2) ｶﾝ ﾃﾂﾔ

代表取締役兼
副社長執行役員

西山 和宏(*2) ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 経営企画部担当

取締役（非常勤） 忍田 昇一（*4） ｵｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

取締役（非常勤） 磯野 薫(*2) ｲｿﾉ ｶｵﾙ

社外取締役 尾賀 康裕 ｵｶﾞ ﾔｽﾋﾛ

社外取締役 池田 全德 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

監査役（常勤） 谷口 恭平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ

社外監査役(常勤） 山口　剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

社外監査役 田中 英行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

社外監査役 飯島 奈絵 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｴ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 櫻田　満 ｻｸﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 京都地域営業本部長　兼滋賀地域担当　

専務執行役員 岡部 大輔 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大阪中央地域営業本部長　兼本社営業本部長

専務執行役員 宮脇 平和(*2) ﾐﾔﾜｷ ﾄｼｶｽﾞ 営業統括部担当

常務執行役員 安田　彰 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ ローン業務部担当

常務執行役員 川上 公一 ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁ 法人業務部担当

常務執行役員 竹野 譲(*2)(*3) ﾀｹﾉ ﾕｽﾞﾙ リスク統括部担当　兼融資企画部担当

常務執行役員 畑山 豊国 ﾊﾀﾔﾏ ﾄﾖｸﾆ 名古屋支店長　兼名古屋中央支店長

常務執行役員 鶴田　哲郎（*2)(*3) ﾂﾙﾀ　ﾃﾂﾛｳ 経営企画部（統合推進）担当

執行役員 里西  薫 ｻﾄﾆｼ ｶｵﾙ 滋賀地域営業本部長

執行役員 足立　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 梅田支店長 兼梅田支店営業第一部長 兼梅田中央支店長

執行役員 折橋 輝明 ｵﾘﾊｼ ﾃﾙｱｷ プロセス改革部担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

執行役員 浅田 修二(*2)(*3) ｱｻﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ システム部担当

執行役員 中田 浩 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼ ハウジング営業部担当

執行役員 奥田 雅輝 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ 審査部担当

執行役員 猪原 理生 ｲﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 法人業務部地域戦略室担当

執行役員 馬欠場 善則（*4） ｳﾏｶｹﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ 個人業務部担当　【兼務　埼玉りそな銀行取締役（非常勤）】

執行役員 古川 賢治(*2) ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ 人事部担当

執行役員 岩永 克也(*2)(*3) ｲﾜﾅｶﾞ　ｶﾂﾔ 資金証券部担当

執行役員 中川 恵太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ ソリューションビジネス部担当

執行役員 上月 敏彦（*2）（*3） ｺｳﾂﾞｷ　ﾄｼﾋｺ 内部監査部担当

執行役員 吉澤 輝明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾙｱｷ 大阪南・和歌山地域営業本部長

執行役員 市岡 和人(*2) ｲﾁｵｶ ｶｽﾞﾄ 総務部担当

執行役員 上林 英紀 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 大阪東・奈良地域営業本部長

執行役員 結城　庄二(*2)(*3) ﾕｳｷ ｼｮｳｼﾞ コーポレートガバナンス室担当

執行役員 桶谷 重雄(*2)(*3) ｵｹﾀﾆ ｼｹﾞｵ コンプライアンス統括部担当

執行役員 新籾 完志 ｱﾗﾓﾐ ｶﾝｼﾞ 審査部長

執行役員 黒川 友広 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 融資コンサルティング部担当

執行役員 髙松 眞一 ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 大阪北・兵庫地域営業本部長

執行役員 岡田 貴弘 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京支店長

(*1) りそなホールディングス兼務

(*2) 関西みらいフィナンシャルグループ兼務

(*3) みなと銀行兼務

(*4) 埼玉りそな銀行兼務

詳細は2021年5月11日の『りそなホールディングス、関西みらいフィナンシャルグループならびにグループ銀行の役員異動について』の
リリースをご参照ください。


