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平成 23 年 5 月 13 日

各 位

株式会社りそなホールディングス

（コード番号：８３０８）

当社およびグループ銀行の役員異動について

当社およびグループ銀行である株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会

社近畿大阪銀行の役員異動について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、6 月中の役員異動につきましては、同月開催の株主総会および同総会終了後に開催

される取締役会の承認を前提としております。

以 上
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平成 23 年 5 月 13 日

株式会社りそなホールディングス

（平成 23 年 6 月 24 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
取締役
兼代表執行役社長

檜 垣 誠 司 取締役
兼代表執行役社長
金融マーケティング研究所担当
兼競争力向上委員会事務局担当

りそな銀行取締役副会長を兼務

社外取締役 大 薗 恵 美 りそな銀行
社外取締役

社外取締役 有 馬 利 男 りそな銀行
社外取締役

２．執行役

（氏 名） （現役職名）
執行役
内部監査部長

野 口 正 敏 りそな銀行
常務執行役員

執行役
グループ戦略部長
兼金融マーケティング研究所
担当

増 田 賢一朗 グループ戦略部長

近畿大阪銀行社外取締役を兼務
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３．退任役員

（氏 名） （現役職名）
退任 渡 邉 正太郎 社外取締役

退任 川 本 裕 子 社外取締役

退任＊1 吉 武 一 執行役
内部監査部長

＊１ 吉武一氏は、平成 23 年 6月 23 日付で、埼玉りそな銀行監査役に就任予定。

以 上
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平成 23年 5月 13 日

株式会社りそな銀行

（平成 23年 5月 13 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
代表取締役副社長
兼執行役員
不動産営業部担当
兼不動産ビジネス部担当
兼コーポレートセンター(信託業
務管理部および経営管理部を除
く)担当統括＊１

中 村 重 治 代表取締役副社長
兼執行役員
コーポレートセンター(経営管理部
除く)担当統括

りそなホールディングス執行役を引続き兼務

＊１ 融資企画部・リスク統括部・コンプライアンス統括部・オペレーション改革部・システム部・人材サービス部・人材育成部・

サービス改革部・コーポレートガバナンス事務局担当統括

２．執行役員

（氏 名） （現役職名）

常務執行役員
年金営業部担当
兼信託ビジネス部担当

石 田 和 男 常務執行役員
信託ビジネス部担当

常務執行役員
コンシューマービジネス部担当
兼コンシューマー営業部担当

岩 田 一 男 常務執行役員
コンシューマーバンキング部担当
兼ローンビジネス部担当

執行役員
リスク統括部担当
兼信託業務管理部担当

松 井 浩 一 執行役員
リスク統括部担当

りそなホールディングス執行役を引続き兼務

執行役員
年金信託部担当

辰 野 敏 彦 執行役員
信託営業部担当
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（氏 名） （現役職名）
執行役員
年金営業部長

三 宅 康 晴 執行役員
信託営業部長

執行役員
コンシューマービジネス部副担当
兼ローン営業部担当

中 尾 安 志 執行役員
ローンビジネス部長

３．退任役員

（氏 名） （現役職名）
退任＊１ 山 條 博 通 常務執行役員

年金信託部担当

退任 中 村 健 吾 執行役員
不動産営業部担当
兼不動産ビジネス部担当

＊１ 山條博通氏は、平成 23年 5月 14日付で、りそな決済サービス株式会社顧問に就任予定。
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（平成 23年 6月 23 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
取締役副会長 檜 垣 誠 司 代表取締役

兼執行役員
信託部門担当統括

りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長を引続き兼務

代表取締役社長 岩 田 直 樹 代表取締役社長
兼執行役員
地域サポート部担当

りそなホールディングス執行役を引続き兼務

代表取締役副社長
兼執行役員
コーポレートセンター（経営管理
部除く）担当統括＊１

中 村 重 治 代表取締役副社長
兼執行役員
不動産営業部担当
兼不動産ビジネス部担当
兼コーポレートセンター(信託業務
管理部および経営管理部を除く)担
当統括

りそなホールディングス執行役を引続き兼務
埼玉りそな銀行社外取締役を兼務

取締役兼専務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当

池 田 一 義 常務執行役員
オペレーション改革部担当
兼システム部担当

りそなホールディングス執行役を引続き兼務
埼玉りそな銀行社外取締役を引続き兼務

社外取締役 佐 貫 葉 子 弁護士(NS 綜合法律事務所所長)

社外取締役 前 原 康 宏 一橋大学国際・公共政策大学院教授

＊１ 融資企画部・リスク統括部・信託業務管理部・コンプライアンス統括部・オペレーション改革部・システム部・人材サービス

部・人材育成部・サービス改革部・コーポレートガバナンス事務局担当統括
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２．執行役員

（氏 名） （現役職名）

常務執行役員
リスク統括部担当
兼信託業務管理部担当

松 井 浩 一 執行役員
リスク統括部担当
兼信託業務管理部担当

りそなホールディングス執行役を引続き兼務

常務執行役員
地域サポート部担当

菅 哲 哉 執行役員
大阪地域担当（市外南ブロック担
当）

執行役員
大阪地域担当（市外北ブロック担
当）

伊 東 弘 美 執行役員
首都圏地域担当（東ブロック担当）

執行役員
首都圏地域担当（東ブロック担当）

土 屋 隆 志 執行役員
大阪地域担当（市外北ブロック担
当）

執行役員
不動産営業部担当
兼不動産ビジネス部担当

荒 川 進 次 不動産営業部長

執行役員
内部監査部担当

宇 野 保 範 内部監査部長

執行役員
首都圏地域担当（都心ブロック担
当）

平 山 泰 行 コーポレートビジネス部長

執行役員
大阪地域担当（市外南ブロック担
当）

小 坂 肇 法人ソリューション営業部長
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３．退任役員

（氏 名） （現役職名）
退任 渡 邉 正太郎 社外取締役

退任＊１ 大 薗 恵 美 社外取締役

退任＊２ 有 馬 利 男 社外取締役

退任＊３ 野 口 正 敏 常務執行役員
内部監査部担当

退任＊４ 植 田 高 志 執行役員
首都圏地域担当（都心ブロック担
当）

＊１ 大薗恵美氏は、平成 23年 6月 24日付で、りそなホールディングス社外取締役に就任予定。

＊２ 有馬利男氏は、平成 23年 6月 24日付で、りそなホールディングス社外取締役に就任予定。

＊３ 野口正敏氏は、平成 23年 6月 24日付で、りそなホールディングス執行役に就任予定。

＊４ 植田高志氏は、平成 23年 6月 24日付で、りそなカード株式会社専務取締役に就任予定。

以 上
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平成 23 年 5 月 13 日

株式会社埼玉りそな銀行

（平成 23 年 6 月 23 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）
取締役兼専務執行役員
営業サポート本部副本部長

北 村 静 夫 専務執行役員
埼玉西地域営業本部長

取締役兼執行役員
経営管理部担当
兼コンプライアンス統括部担当

葛 野 正 直 取締役兼執行役員
経営管理部長
兼経営管理部担当

社外取締役 中 村 重 治 りそなホールディングス
執行役
りそな銀行
代表取締役副社長
兼執行役員

りそなホールディングス執行役およびりそな銀行代表取締役副社長兼執行役員を引続き兼務

２．監査役

（氏 名） （現役職名）

監査役（常勤） 吉 武 一 りそなホールディングス
執行役
近畿大阪銀行
社外取締役
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３．執行役員

（氏 名） （現役職名）

専務執行役員
埼玉西地域営業本部長

村 木 徹 取締役兼常務執行役員
営業サポート本部副本部長

常務執行役員
リスク統括部担当
兼融資企画部担当
兼オペレーション改革部担当

長谷川 正 執行役員
人材サービス部担当
兼オペレーション改革部担当

執行役員
埼玉東地域営業本部長

藤 田 正 幸 大宮支店長

執行役員
人材サービス部長
兼人材サービス部担当

中 野 真 治 人材サービス部長

４．退任役員

（氏 名） （現役職名）
退任＊１ 森 谷 由美子 監査役（常勤）

退任 恩 田 叔 明 執行役員
コンプライアンス統括部担当
兼融資企画部担当
兼リスク統括部担当

退任＊２ 氷 坂 智 晶 執行役員
埼玉東地域営業本部長

＊１ 森谷由美子氏は、平成 23 年 6月 24 日付で、りそなビジネスサービス株式会社専務取締役に就任予定。

＊２ 氷坂智晶氏は、平成 23 年 6 月 23 日付で、近畿大阪銀行常務執行役員に就任予定。

以 上



11

平成23年 5月 13日

株式会社近畿大阪銀行

（平成23年 6月 23日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

代表取締役社長
兼執行役員
営業推進部担当
兼人材強化戦略室担当

池 田 博 之 代表取締役社長
兼執行役員
サービス改革部担当
兼経営企画部担当
兼営業企画部担当
兼営業サポート部担当
兼人材強化戦略室担当

りそなホールディングス執行役を引続き兼務

代表取締役
兼専務執行役員
サービス改革部担当
兼融資部担当
兼コンプライアンス統括部担当

松 山 敏 明 代表取締役
兼専務執行役員
融資部担当
兼コンプライアンス統括部担当

取締役兼常務執行役員
経営企画部担当
兼財務部担当

中 前 公 志 取締役兼常務執行役員
経営企画部副担当（経営改革プロジ
ェクト）
兼財務部担当
兼秘書室担当

社外取締役 廣 冨 靖 以 りそな銀行
代表取締役副社長
兼執行役員

りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員を引続き兼務

社外取締役 増 田 賢一朗 りそなホールディングス
グループ戦略部長

りそなホールディングス執行役（平成 23 年 6 月 24 日付で就任予定）を兼務

社外取締役 柴 田 仁 大幸薬品株式会社 代表取締役会長
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２．監査役

（氏 名） （現役職名）

監査役（非常勤） 小 川 洋 社外取締役

３．執行役員

（氏 名） （現役職名）

専務執行役員
人事部担当
兼資金証券部担当
兼秘書室担当

藤 田 正 博 専務執行役員
人事部担当
兼営業推進部担当

常務執行役員
営業企画部担当
兼営業サポート部担当

氷 坂 智 晶 埼玉りそな銀行
執行役員

執行役員
システム部担当
兼オペレーション改革部担当

橋 本 真 二 執行役員
システム部担当
兼オペレーション改革部担当
兼資金証券部担当

４．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任＊１ 岡 村 裕 取締役

退任＊２ 吉 武 一 社外取締役

退任 小 池 俊 二 社外取締役

退任＊３ 本 間 義 朗 執行役員
コンプライアンス統括部副担当

＊１ 岡村裕氏は、従前どおり、りそな総合研究所株式会社代表取締役社長の任に当たります。

＊２ 吉武一氏は、平成 23 年 6 月 23 日付で、埼玉りそな銀行監査役に就任予定。

＊３ 本間義朗氏は、平成 23 年 6 月 24 日付で、りそなキャピタル株式会社監査役、りそな決済サービス株式会社非常勤監査役に

就任予定。

以 上



りそなホールディングス 役員一覧 平成23年6月24日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役
兼代表執行役会長 細谷 英二(*1) ﾎｿﾔ ｴｲｼﾞ 指名委員会委員

報酬委員会委員

取締役
兼代表執行役社長 檜垣 誠司(*1) ﾋｶﾞｷ ｾｲｼﾞ

取締役
兼代表執行役副社長 東 和浩(*1) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ グループ戦略部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当

取締役 磯野 薫 ｲｿﾉ ｶｵﾙ 監査委員会委員

社外取締役 小島 邦夫 ｺｼﾞﾏ ｸﾆｵ 監査委員会委員長

社外取締役 飯田 英男 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 監査委員会委員

社外取締役 奥田 務 ｵｸﾀﾞ ﾂﾄﾑ 報酬委員会委員長

社外取締役 永井 秀哉(*2) ﾅｶﾞｲ ｼｭｳｻｲ 指名委員会委員長

社外取締役 大薗 恵美 ｵｵｿﾉ ｴﾐ 報酬委員会委員

社外取締役 有馬 利男 ｱﾘﾏ ﾄｼｵ 指名委員会委員

２．執行役

役職名 氏名 担当および委嘱等

執行役 岩田 直樹(*1) ｲﾜﾀ ﾅｵｷ グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当

執行役 上條 正仁(*2) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾄ グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当

執行役 池田 博之(*3) ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ グループ戦略部（近畿大阪銀行経営管理）担当

執行役 中村 重治(*1)(*2) ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾊﾙ コーポレートコミュニケーション部担当 兼人材サービス部担当

執行役 池田 一義(*1)(*2) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ オペレーション改革部担当 兼購買戦略部担当 兼ＩＴ企画部担当

執行役 野口 正敏 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 内部監査部長

執行役 松井 浩一(*1) ﾏﾂｲ ｺｳｲﾁ リスク統括部担当 兼信用リスク統括部担当

執行役 西東 久(*1) ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ コンプライアンス統括部担当

執行役 野村 眞 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 財務部長 兼グループ戦略部（ファイナンス・グループALM・IR）担当

執行役 増田 賢一朗(*3) ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ グループ戦略部長 兼金融マーケティング研究所担当

(＊1)りそな銀行兼務

(＊2)埼玉りそな銀行兼務

(＊3)近畿大阪銀行兼務



りそな銀行 役員一覧 平成23年6月23日付

１．取締役および監査役

役職名 氏名 担当及び委嘱等

取締役会長 細谷 英二(*1) ﾎｿﾔ ｴｲｼﾞ

取締役副会長 檜垣 誠司(*1) ﾋｶﾞｷ ｾｲｼﾞ

代表取締役社長 岩田 直樹(*1) ｲﾜﾀ ﾅｵｷ

代表取締役副社長
兼執行役員 中村 重治(*1)(*2) ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾊﾙ コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括(*4)

代表取締役副社長
兼執行役員 廣冨 靖以(*3) ﾋﾛﾄﾐ ﾔｽﾕｷ 西日本担当統括(*5) 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(*6)
取締役
兼専務執行役員 喜沢 弘幸 ｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 審査部担当

取締役
兼専務執行役員 田村 泰博 ﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 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
取締役
兼専務執行役員 山口 伸淑 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 首都圏地域担当 兼独立店担当(*7)

取締役
兼専務執行役員 池田 一義(*1)(*2) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ オペレーション改革部担当 兼システム部担当

社外取締役 桑畑 英紀 ｸﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ

社外取締役 佐貫 葉子 ｻﾇｷ ﾖｳｺ

社外取締役 前原 康宏 ﾏｴﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

監査役（常勤） 横山 和彦 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ

監査役（常勤） 佐藤 尚文 ｻﾄｳ ﾅｵﾌﾞﾐ

社外監査役 山下 丈 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ

社外監査役 福井 義高 ﾌｸｲ ﾖｼﾀｶ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

常務執行役員 藤井 修二 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 東京営業部長

常務執行役員 浜辺 義男 ﾊﾏﾍﾞ ﾖｼｵ 大阪営業部長

常務執行役員 江副 弘隆(*1) ｴｿﾞｴ ﾋﾛﾀｶ 人材サービス部担当 兼人材育成部担当

常務執行役員 石田 和男 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 年金営業部担当 兼信託ビジネス部担当

常務執行役員 原 俊樹 ﾊﾗ ﾄｼｷ 神奈川地域担当

常務執行役員 西東 久(*1) ｻｲﾄｳ ﾋｻｼ コンプライアンス統括部担当 兼サービス改革部担当

常務執行役員 岩田 一男 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｵ コンシューマービジネス部担当 兼コンシューマー営業部担当

常務執行役員 松井 浩一(*1) ﾏﾂｲ ｺｳｲﾁ リスク統括部担当 兼信託業務管理部担当

常務執行役員 菅 哲哉 ｶﾝ ﾃﾂﾔ 地域サポート部担当

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 兼経営管理部担当統括

執行役員 辰野 敏彦 ﾀﾂﾉ ﾄｼﾋｺ 年金信託部担当

執行役員 田村 雅治 ﾀﾑﾗ ﾏｻｼﾞ 首都圏地域担当（西ブロック担当）

執行役員 西岡 明彦 ﾆｼｵｶ ｱｷﾋｺ 信託財産運用部担当 兼アセットマネジメント部担当

執行役員 森下 清市 ﾓﾘｼﾀ ｾｲｲﾁ 審査部副担当

執行役員 古川 裕二 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｼﾞ 経営管理部担当

執行役員 伊東 弘美 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 大阪地域担当（市外北ブロック担当）

執行役員 三宅 康晴 ﾐﾔｹ ﾔｽﾊﾙ 年金営業部長

執行役員 根来 茂樹 ﾈｺﾞﾛ ｼｹﾞｷ 大阪地域担当 兼大阪地域担当（市内北ブロック担当）

執行役員 植田 伸吾 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪地域担当（市内南ブロック担当）

執行役員 荒木 俊也 ｱﾗｷ ﾄｼﾔ 首都圏地域担当（中央ブロック担当）

執行役員 佐藤 洋誓 ｻﾄｳ ﾋﾛﾁｶ ひょうご地域担当

執行役員 土屋 隆志 ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ 首都圏地域担当（東ブロック担当）

執行役員 中尾 安志 ﾅｶｵ ﾔｽｼ コンシューマービジネス部副担当 兼ローン営業部担当

執行役員 吉本 敬司 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｼ 総合資金部担当

執行役員 白鳥 哲也(*1) ｼﾗﾄﾘ ﾃﾂﾔ システム部長

執行役員 桑原 亨二 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ 融資企画部担当

執行役員 阿部 光男 ｱﾍﾞ ﾐﾂｵ 名古屋営業本部長 兼名古屋営業本部担当 兼独立店担当（*8）

執行役員 牧野 正人 ﾏｷﾉ ﾏｻﾄ 奈良地域担当

執行役員 宮嶋 孝 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｼ 多摩地域担当

執行役員 荒川 進次 ｱﾗｶﾜ ｼﾝｼﾞ 不動産営業部担当 兼不動産ビジネス部担当

執行役員 宇野 保範 ｳﾉ ﾔｽﾉﾘ 内部監査部担当



執行役員 平山 泰行 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 首都圏地域担当（都心ブロック担当)

執行役員 小坂 肇 ｺｻｶ ﾊｼﾞﾒ 大阪地域担当（市外南ブロック担当）

(＊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)近畿大阪銀行兼務
(＊4)融資企画部・リスク統括部・信託業務管理部・コンプライアンス統括部・オペレーション改革部・システム部・人材サービス部・人材育成部・

サービス改革部・コーポレートガバナンス事務局担当統括
(＊5)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
(＊6)独立店：和歌山支店、広島支店
(＊7)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
(＊8)独立店：浜松支店、津支店



埼玉りそな銀行 役員一覧 平成23年6月23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

取締役会長 渡辺 拓治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｼﾞ

代表取締役社長 上條 正仁(*1) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾄ

代表取締役副社長
兼執行役員 戸所 邦弘 ﾄﾄﾞｺﾛ ｸﾆﾋﾛ 営業サポート本部長 兼資金証券部担当

取締役
兼専務執行役員 梅澤 英雄 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 内部監査部担当

取締役
兼専務執行役員 北村 静夫 ｷﾀﾑﾗ ｼｽﾞｵ 営業サポート本部副本部長(*3)

取締役
兼執行役員 葛野 正直 ｸｽﾞﾉ ﾏｻﾅｵ 経営管理部担当 兼コンプライアンス統括部担当

社外取締役 中村 重治(*1)(*2) ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾊﾙ

社外取締役 池田 一義(*1)(*2) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

社外取締役 永井 秀哉(*1) ﾅｶﾞｲ ｼｭｳｻｲ

監査役（常勤） 荒井 隆男 ｱﾗｲ ﾀｶｵ

監査役（常勤） 吉武 一 ﾖｼﾀｹ ﾊｼﾞﾒ

社外監査役 豊嶋 秀直 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾅｵ

社外監査役 磯部 正昭 ｲｿﾍﾞ ﾏｻｱｷ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 村木 徹 ﾑﾗｷ ﾄｵﾙ 埼玉西地域営業本部長

常務執行役員 長谷川 正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ リスク統括部担当 兼融資企画部担当 兼オペレーション改革部担当

執行役員 吉岡 善治 ﾖｼｵｶ ﾖｼｼﾞ 埼玉中央地域営業本部長

執行役員 関川 朋史 ｾｷｶﾜ ﾄﾓﾌﾐ 埼玉北地域営業本部長

執行役員 青山 通郎 ｱｵﾔﾏ ﾐﾁｵ 融資部担当 兼融資管理部担当

執行役員 藤田 正幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 埼玉東地域営業本部長

執行役員 中野 真治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 人材サービス部長 兼人材サービス部担当

(＊1)りそなホールディングス兼務

(＊2)りそな銀行兼務

(＊3)営業サポート本部長所管事項のうち、法人部、個人部、ローン事業部に関する職務を担当



近畿大阪銀行 役員一覧 平成23年6月23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

代表取締役社長
兼執行役員 池田 博之（*1） ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 営業推進部担当 兼人材強化戦略室担当

代表取締役
兼専務執行役員 松山 敏明 ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｱｷ サービス改革部担当 兼融資部担当 兼コンプライアンス統括部担当

取締役
兼常務執行役員 中前 公志 ﾅｶﾏｴ ｺｳｼﾞ 経営企画部担当 兼財務部担当

取締役
兼執行役員 桔梗 芳人 ｷｷｮｳ ﾖｼﾋﾄ エグゼクティブアドバイザー

社外取締役 廣冨 靖以(*2) ﾋﾛﾄﾐ ﾔｽﾕｷ

社外取締役 増田 賢一朗(*1) ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

社外取締役 柴田 仁 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄｼ

監査役(常勤） 加藤 朗彦 ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ

監査役(非常勤） 小川 洋 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

社外監査役(常勤） 平岡 三明 ﾋﾗｵｶ ﾐﾂｱｷ

社外監査役(非常勤) 関 聖 ｾｷ ｷﾖｼ

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 藤田 正博 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 人事部担当 兼資金証券部担当 兼秘書室担当

常務執行役員 西村 茂 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 地域別営業店運営責任者

常務執行役員 南本 貢 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾐﾂｸﾞ 地域別営業店運営責任者 兼融資リレーション部担当 兼地元企業応援部担当

常務執行役員 酒井 真樹 ｻｶｲ ﾏｻｷ 内部監査部担当

常務執行役員 氷坂 智晶 ﾋｻｶ ﾄﾓｱｷ 営業企画部担当 兼営業サポート部担当

執行役員 上野 計 ｳｴﾉ ﾊｶﾙ 信用リスク統括部担当 兼リスク統括部担当

執行役員 山西 雅暖 ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾊﾙ 地域別営業店運営責任者

執行役員 橋本 真二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ システム部担当 兼オペレーション改革部担当

執行役員 久松 慎一郎 ﾋｻﾏﾂ ｼﾝｲﾁﾛｳ 地域別営業店運営責任者

（*1）りそなホールディングス兼務

（*2）りそな銀行兼務


