
平成１５年５月３０日

各　位

株式会社 りそなホールディングス

役員異動について

　このたび、当社ならびにりそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行、りそ

な信託銀行が平成１５年６月に開催する定時株主総会において、付議、決議される役員候

補者、及び定時株主総会後の取締役会で決議される予定の役員異動を内定いたしました。

　つきましては、別紙のとおりお知らせいたします。

以　上



りそなホールディングス・役員異動

（平成 15年 6月 27日付）

１． 取締役

(現役職名) (氏　名)

取締役兼代表執行役会長 東日本旅客鉄道(株)代表取締役
副社長

細　谷　英　二

取締役兼代表執行役社長 代表取締役社長兼執行役員 川　田　憲　治

取締役兼代表執行役副社長 副社長執行役員 中　島　喜　勝

取締役 りそな銀行業務監査部長 石　橋　雅　夫

社外取締役（非常勤） 弁護士 荒　川　洋　二

社外取締役（非常勤） トヨタ自動車(株)常勤監査役 井　上　輝　一

社外取締役（非常勤） (株)サンリット産業社長 小　池　俊　二

社外取締役（非常勤） アロー･コンサルティング
事務所代表

箭　内　　　昇

社外取締役（非常勤） (株)クレディセゾン社長 林　野　　　宏

社外取締役（非常勤） 経済同友会副代表幹事･専務理
事

渡　邉　正太郎



２． 退任役員

(旧役職名) (氏　名)

退任
                          

取締役兼常務執行役員 大　谷　昭　義

退任 取締役兼常務執行役員 出　村　佳　也

退任 取締役 高　谷　保　宏

退任 取締役 野　村　正　雄

退任 取締役 黒　石　　　輯

退任 取締役 利　根　忠　博

退任 取締役 物　江　　　理

退任 監査役 木　村　勇　雄

退任 監査役 依　田　英　男

退任 監査役 井　手　正　敬

退任 監査役 豊　嶋　秀　直

以　上



りそな銀行・役員異動

（平成 15年 6月 25日付）
１． 取締役

(現役職名) (氏　名)

取締役兼代表執行役会長 東日本旅客鉄道(株)代表取締役
副社長

細　谷　英　二

取締役兼代表執行役頭取 代表取締役頭取兼執行役員 野  村  正  朗

取締役兼代表執行役副頭取 代表取締役副頭取兼執行役員 水  田  廣  行

取締役 監査役 井　関　博　文

社外取締役（非常勤） 弁護士 荒　川　洋　二

社外取締役（非常勤） トヨタ自動車(株)常勤監査役 井　上　輝　一

社外取締役（非常勤） (株)サンリット産業社長 小　池　俊　二

社外取締役（非常勤） アロー･コンサルティング
事務所代表

箭　内　　　昇

社外取締役（非常勤） (株)クレディセゾン社長 林　野　　　宏

社外取締役（非常勤） 経済同友会副代表幹事･専務理
事

渡　邉　正太郎

取締役（非常勤） りそなホールディングス
代表取締役社長兼執行役員

川　田　憲　治

２． 退任役員
(旧役職名) (氏　名)

退任
                           

取締役兼常務執行役員 近　藤　順　司

退任 取締役兼常務執行役員 由　元　憲　昭

退任 取締役兼常務執行役員 大　貫　利　喜

退任 監査役 中　川　眞　一

退任 監査役 林　　　清　美

退任 監査役 西　山　俊　彦

退任 監査役 井　手　正　敬

退任 専務執行役員 尾後貫　達　也



退任 常務執行役員 大　澤　眞　輔

退任 執行役員 望　月　和　範

以　上



埼玉りそな銀行・役員異動

（平成 15年 6月 24日付）

１． 取締役

(現役職名) (氏　名)

取締役 執行役員 岡　本　日出男

取締役 執行役員 白　田　憲　司

取締役(非常勤) りそなホールディングス
執行役員

西　島　康　二

２． 退任役員

(旧役職名) (氏　名)

退任
                           

取締役兼常務執行役員 物　江　　　理

退任 取締役兼常務執行役員 武　井　徳　司

以　上



近畿大阪銀行・役員異動

１． 取締役・監査役
（平成 15年 6月 24日付）

(現役職名) (氏　名)

取締役兼常務執行役員 りそな銀行
名古屋中央支店長

田　淵　義　文

取締役兼常務執行役員 常務執行役員 藤　井　喜　男

取締役兼常務執行役員 執行役員 小　阪　堅　三

取締役(非常勤) りそなホールディングス
執行役員

川　崎　博　司

常勤監査役 執行役員 中　尾　雅　昭

監査役(非常勤) 大和銀総合管理社長 榎　田　　　了

２． 退任役員
（平成 15年 6月 24日付）

(旧役職名) (氏　名)

退任
                           

代表取締役副頭取 松　村　高　嘉

退任 取締役兼専務執行役員 大　賀　康　孝

退任 取締役兼専務執行役員 光　藤　二　郎

退任 監査役 麻生川　通　夫

退任 監査役 勝　田　昱　宏

３． 退任執行役員
（平成 15年 6月 23日付）

(旧役職名) (氏　名)

退任
                           

常務執行役員 安　田　一　郎

退任 執行役員 辻　　　英　治

退任 執行役員 岡　井　　　勇

以　上



奈良銀行・役員異動

（平成 15年 6月 23日付）

１． 取締役・監査役

(現役職名) (氏　名)

取締役(非常勤) りそなホールディングス
執行役員

川　崎　博　司

監査役(非常勤) 弁護士 西　垣　　　剛

２． 退任役員

(旧役職名) (氏　名)

退任 取締役兼執行役員 白　川　久　一

退任 監査役 森　岡　政　晴

以　上



りそな信託銀行・役員異動

（平成 15年 6月 24日付）

１． 取締役・監査役

(現役職名) (氏　名)

代表取締役社長
兼執行役員

りそな銀行
常務執行役員

新　井　信　彦

代表取締役副社長
兼執行役員

執行役員 白　岩　憲　史

取締役(非常勤) りそなホールディングス
副社長執行役員

中　島　喜　勝

２．退任役員

(旧役職名) (氏　名)

退任
                          

代表取締役社長 黒　石　　　輯

退任 代表取締役兼専務執行役員 渡　邊　清　則

以　上


