
 

平成 20 年 9 月 30 日 

各 位 

株式会社りそなホールディングス 

（コード番号：８３０８） 

 

 

 

当社グループ銀行の役員異動について 

 

 

 

当社グループ銀行の株式会社りそな銀行および株式会社近畿大阪銀行は、別紙の通り役

員異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

   

 

 

以  上   



平成 20 年 9 月 30 日 
 
 
 

株式会社りそな銀行 
 

 
 

 
 

（平成 20 年 10 月 1 日付） 
 
１．執行役員 

 
 （氏 名） （現役職名） 
執行役員 
審査部副担当 

森  下   清  市   審査部長 

 
   

   
                                                                           以 上 



平成 20 年 9 月 30 日 
 

 
株式会社近畿大阪銀行 

 
 

 
 
 

（平成 20 年 10 月 1 日付） 
 
 
１．取締役 

 
 （氏 名） （現役職名） 
取締役兼執行役員 
オペレーション改革部 
オペレーション改革室・ 
事務サポート室・ 
業務モニタリング室・ 
事務センター担当 
 

    小  林   宣  夫 取締役兼執行役員 
オペレーション改革部 
オペレーション改革室・ 
事務サポート室・ 
事務センター担当 

 
 
 

                                                                           以 上 



りそなりそなりそなりそな銀行 役員一覧銀行 役員一覧銀行 役員一覧銀行 役員一覧 平成平成平成平成20202020年年年年10101010月月月月1111日付日付日付日付

１．取締役および監査役

役職名 氏名 担当及び委嘱等

代表取締役会長 細谷 英二(*1)
取締役副会長 野村 正朗(*3）
代表取締役社長 水田 廣行(*1)

岡村  裕

中村 重治(*1)

上條 正仁

喜沢 弘幸(*1)

広冨 靖以

岩田 直樹(*1)(*2)

社外取締役 渡邉 正太郎(*1)
社外取締役 大薗 恵美
社外取締役 有馬 利男
社外取締役 桑畑 英紀
監査役（常勤） 松尾 誠人
監査役（常勤） 小谷  明
社外監査役 山下  丈
社外監査役 福井 義高

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

常務執行役員 吉武 宣彦 首都中央地域担当
常務執行役員 田浦 義明
常務執行役員 山口 伸淑 東京営業部長
常務執行役員 長尾 隆義

田村 泰博(*1) オペレーション改革部担当
東   和浩(*1)(*3) 経営管理部担当

常務執行役員 高橋  徹
常務執行役員 藤井 修二 大阪地域担当（ブロック担当）(*6)
常務執行役員 浜辺 義男 審査部担当
執行役員 深井  慎(*1) システム部担当
執行役員 山元 文明 融資企画部担当
執行役員 中村 健吾 不動産ビジネス部担当 兼不動産営業部担当
執行役員 秋國 仁孝 総合資金部担当
執行役員 池田 都史彦 神奈川地域担当
執行役員 松井 浩一 リスク統括部担当 
執行役員 吉井  宏 大阪地域担当（ブロック担当）(*7)
執行役員 村上 悦二 ひょうご地域担当 
執行役員 須賀 敬亮 多摩地域担当
執行役員 池田 博之 奈良地域担当
執行役員 江副 弘隆(*1) 人材サービス部長
執行役員 野崎 清二郎 首都圏地域担当（ブロック担当）(*8)
執行役員 原   俊樹 大阪地域担当（ブロック担当）(*9)
執行役員 辰野 敏彦 首都圏地域担当（ブロック担当）(*10)
執行役員 西東  久 大阪営業部長
執行役員 田村 雅治 首都圏地域担当（ブロック担当）(*11)
執行役員 菅   哲哉 大阪地域担当（ブロック担当）(*12)
執行役員 森下 清市 審査部副担当
(＊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)りそな信託銀行兼務
(＊4)独立店：四日市支店、和歌山支店、高知支店、津支店、広島支店
(＊5)独立店：札幌支店、宇都宮支店、浦和支店、静岡支店、前橋支店、仙台支店、長岡支店、松本支店、甲府支店、富士支店、浜松支店
(＊6)大阪地域市内北ブロック担当
(＊7)大阪地域市内南ブロック担当
(＊8)首都圏地域東ブロック担当
(＊9)大阪地域市外南ブロック担当
(＊10)首都圏地域山の手ブロック担当
(＊11)首都圏地域西ブロック担当
(＊12)大阪地域市外北ブロック担当

取締役
兼専務執行役員
取締役
兼専務執行役員

ローンビジネス部担当
常務執行役員

内部監査部担当

首都圏地域担当 兼名古屋営業本部担当 兼独立店担当(*5)
常務執行役員

地域サポート部担当

人材サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当

コンシューマーバンキング部担当

代表取締役副社長
兼執行役員
代表取締役副社長
兼執行役員

コーポレートビジネス部担当 兼法人ソリューション営業部担当
兼公共法人部担当

大阪地域担当 兼京都・滋賀営業本部担当 兼九州営業本部担当
兼独立店担当(*4)

コンプライアンス統括部担当 兼サービス改革部担当

取締役
兼専務執行役員
取締役
兼専務執行役員



近畿大阪銀行 役員一覧近畿大阪銀行 役員一覧近畿大阪銀行 役員一覧近畿大阪銀行 役員一覧

社外取締役

社外取締役

社外取締役

監査役(常勤）

社外監査役(常勤）

社外監査役

２．執行役員

常務執行役員 常次 正弘 サービス改革部担当 兼融資部担当 

常務執行役員 仁田 吉彦

執行役員 前田 昌男 地域別営業推進責任者

執行役員 石井 隆明

執行役員 水谷 智之

執行役員 中村  彰 地域別営業推進責任者

（*1）りそなホールディングス兼務

取締役
兼専務執行役員

代表取締役社長
兼執行役員 桔梗 芳人（*1）

代表取締役副社長
兼執行役員 佐藤 尚文 営業統括本部長 兼営業統括部担当 兼システム部担当

松山 敏明 財務部担当 兼コンプライアンス統括部担当

氏名 担当および委嘱等

関    聖

磯野  薫(*1)

小池 俊二

加藤 朗彦

小川  洋

法人統括部担当 兼情報リレーション部担当

常務執行役員 藤田 正博 内部監査部担当

高橋 邦夫

中前 公志

西村  茂

執行役員 本山 博久

役職名

経営企画部長

融資リレーション部担当

個人統括部担当

オペレーション改革部  総務室・集中センター担当 兼資金証券部担当
兼秘書室担当

執行役員

人事部担当 兼信用リスク統括部担当 兼リスク統括部担当

平成平成平成平成20202020年年年年10101010月月月月1111日付日付日付日付

担当および委嘱等

経営企画部担当 兼事故防止対策室担当

１．取締役および監査役

役職名 氏名

執行役員

取締役
兼執行役員 小林 宣夫 オペレーション改革部  オペレーション改革室・事務サポート室・業務

モニタリング室・事務センター担当


