
平成１５年６月１０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

な信託銀行の役員異動が決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当社およびり

そな銀行につきましては、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

される予定の｢委員会等設置会社｣への移行に伴う定款変更の承認を条件に役員異動を内定

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． 執行役

(現役職名) (氏　名)

常務執行役 執行役員 西　島　康　二

常務執行役 執行役員 川　崎　博　司

執行役 執行役員 高　橋　　　実

執行役 りそな銀行
東京営業統括部部付部長

西　野　　　実

執行役 関連事業部長 和　田　幹　彦

２．退任執行役員

(旧役職名) (氏　名)

退任
                           

執行役員 内　山　智　之

以　上



りそな銀行・役員異動

（平成 15年 6月 25日付）

１． 執行役
(現役職名) (氏　名)

常務執行役 常務執行役員 塩　田　　　修

常務執行役 常務執行役員 松　村　正　之

常務執行役 常務執行役員 南　　　俊　光

常務執行役 常務執行役員 青　山　直　樹

執行役 執行役員 横大路　啓　司

執行役 執行役員 村　上　吉　男

執行役 執行役員 松　下　正　美

執行役 執行役員 吉　武　宣　彦

執行役 執行役員 牧　志　　　実

執行役 執行役員 前　中　　　潔

執行役 あさひ銀ビル管理
専務取締役

平　野　隼　彬

執行役 東京融資第三部部付部長 梶　田　邦　治

執行役 東京融資第二部長 檜　垣　誠　司

執行役 大阪公務部長 高　橋　邦　夫

執行役 梅田支店長 岡　村　　　裕

執行役 資金証券部部付部長 邨　上　義　一

執行役 東京融資第三部長 石　村　　　等

執行役 東京中央支店長 安　田　　　健

執行役 市場営業部長 中　村　重　治

執行役 大阪営業統括部
大阪営業推進第一部長

田　浦　義　明

執行役 新都心営業部長
兼新都心営業第二部長

山　口　伸　淑



２． 退任執行役員

(旧役職名) (氏　名)

退任 取締役兼常務執行役員 佐　野　友　昭

退任 取締役兼常務執行役員 森　田　　　徹

退任 常務執行役員 陌　間　勢　一

退任 執行役員 神　崎　健　一

（平成 15年 6月 23日付）

(旧役職名) (氏　名)

退任 常務執行役員 新　井　信　彦

以　上



埼玉りそな銀行・役員異動

（平成 15年 6月 24日付）

１． 執行役員

(現役職名) (氏　名)

常務執行役員
(取締役兼務)

執行役員 岡　本　日 出 男

常務執行役員 執行役員 小　川　修　一

執行役員 大手町中央支店長 南　部　　　徹

執行役員 人事部長 上　條　正　仁

以　上



近畿大阪銀行・役員異動

（平成 15年 6月 24日付）

１． 執行役員

(現役職名) (氏　名)

執行役員 内部監査部長 小　井　光　介

執行役員 融資部長 喜　多　　　勉

執行役員 りそなホールディングス
コンプライアンス統括部長

田　中　孝　憲

執行役員 総合企画部長 松　山　敏　明

以　上



奈良銀行・役員異動

（平成 15年 6月 23日付）

１． 執行役員

(現役職名) (氏　名)

専務執行役員
総合企画部長

執行役員
総合企画部長

白　川　久　一

以　上



りそな信託銀行・役員異動

（平成 15年 6月 24日付）

１． 執行役員

(現役職名) (氏　名)

常務執行役員 執行役員 斉　藤　　　実

執行役員
年金信託部長

年金信託部長 前　川　幸　信

執行役員
東日本営業部
年金営業第４部長

東日本営業部年金営業第４部
部付部長

杉　浦　敏　朗

以　上



平成 15 年 6 月 10 日

各　位

株式会社りそな銀行

下記のとおり役員異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

　平成 15 年 6 月 10 日付

（異動後） （異動前） （氏　名）

取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員
営業推進本部長

近  藤  順  司

常務執行役員 常務執行役員
大阪営業部長

新  井  信  彦

常務執行役員
大阪営業部長

常務執行役員
大阪営業統括部長兼
大阪不動産部担当

南      俊  光

取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員
東京営業統括部長兼
東京不動産部担当

大  貫  利  喜

執行役員
営業推進本部長兼
大阪営業統括部長兼
大阪不動産部担当兼
東京営業統括部長兼
東京不動産部担当

執行役員
東京公務部長

村  上  吉  男

専務執行役員 専務執行役員
東京営業部長

尾後貫  達  也

常務執行役員
東京営業部長

執行役員
東京中央支店（駐在）

青　山　直　樹

常務執行役員 常務執行役員
京都支店長

陌　間　勢　一

以　上


