
2021 年 5 月 11 日

各 位

株式会社 り そ な ホ ー ル デ ィ ン グ ス

株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ

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

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、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本件は各社において本年 6 月に開催予定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



2021 年 5 月 11 日

株式会社りそなホールディングス

（2021 年 6 月 23 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

社外取締役 池    史 彦 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

社外取締役

２．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任 浦 野  光 人 社外取締役

以 上



2021 年 5 月 11 日

株式会社埼玉りそな銀行

（2021 年 6 月 22 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

社外取締役 久 我  尚 子 株式会社ニッセイ基礎研究所

主任研究員

以 上



2021 年 5 月 11 日

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ

（2021 年 6 月 22 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

取締役（監査等委員） 石 井   暁 関西みらい銀行

執行役員

社外取締役（監査等委員） 髙 橋   亘 みなと銀行

社外取締役

２．執行役員

（氏 名） （現役職名）

執行役員

リスク統括部担当

兼信用リスク統括部担当

竹 野  譲 執行役員

リスク統括部担当

兼信用リスク統括部担当

兼コンプライアンス統括部担当

関西みらい銀行常務執行役員、みなと銀行常務執行役員を引続き兼務

執行役員

コンプライアンス統括部担当

桶 谷  重 雄 取締役（監査等委員）

関西みらい銀行執行役員、みなと銀行執行役員を兼務

３．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任 桶 谷  重 雄 取締役（監査等委員）

退任 大 橋  忠 晴 社外取締役（監査等委員）

以  上



2021 年 5 月 11 日

株式会社関西みらい銀行

（2021 年 6 月 21 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

社外取締役 池 田  全 德 株式会社日本触媒

相談役

２．監査役

（氏 名） （現役職名）

社外監査役 飯 島  奈 絵 弁護士（堂島法律事務所）

３．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任 柴 田   仁 社外取締役

退任 峯 本  耕 治 社外監査役

退任*1 石 井  暁 執行役員

コンプライアンス統括部副担当

*1 石井 暁氏は 2021 年 6 月 22 日付で関西みらいフィナンシャルグループの取締役（監査等委員）に就任予定。

（2021 年 6 月 22 日付）

１．執行役員

（氏 名） （現役職名）

常務執行役員

リスク統括部担当

兼融資企画部担当

竹 野   譲 常務執行役員

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

関西みらいフィナンシャルグループ執行役員、みなと銀行常務執行役員を引続き兼務



執行役員

コンプライアンス統括部担当

桶 谷  重 雄 関西みらいフィナンシャルグループ

取締役（監査等委員）

関西みらいフィナンシャルグループ執行役員、みなと銀行執行役員を兼務

以  上



2021 年 5 月 11 日

株式会社みなと銀行

（2021 年 6 月 21 日付）

１．取締役

（氏 名） （現役職名）

社外取締役 林   武 史 社外監査役

２．退任役員

（氏 名） （現役職名）

退任*1 髙 橋   亘 社外取締役

退任 林   武 史 社外監査役

*1 髙橋 亘氏は 2021 年 6 月 22 日付で関西みらいフィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）に就任予定。

（2021 年 6 月 22 日付）

１．執行役員

（氏 名） （現役職名）

常務執行役員

リスク統括部担当

兼融資企画部担当

竹 野  譲 常務執行役員

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

関西みらいフィナンシャルグループ執行役員、関西みらい銀行常務執行役員を引続き兼務

執行役員

コンプライアンス統括部担当

桶 谷  重 雄 関西みらいフィナンシャルグループ

取締役（監査等委員）

関西みらいフィナンシャルグループ執行役員、関西みらい銀行執行役員を兼務

以  上



りそなホールディングス  役員一覧 2021年6月23日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役会長 東 和浩(*1) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ

取締役
兼代表執行役社長

南　昌宏(*1) ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 事業開発・DX担当統括

取締役
兼執行役

野口 幹夫（*1) ﾉｸﾞﾁ ﾐｷｵ
DX企画部門担当統括(*5)　兼IT企画部担当
兼グループ戦略部（システム改革）担当

取締役 川島 高博 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 監査委員会委員

社外取締役 松井 忠三 ﾏﾂｲ ﾀﾀﾞﾐﾂ 指名委員会委員長・報酬委員会委員長

社外取締役 佐藤 英彦 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 指名委員会委員・監査委員会委員

社外取締役 馬場 千晴 ﾊﾞﾊﾞ ﾁﾊﾙ 監査委員会委員長

社外取締役 岩田 喜美枝 ｲﾜﾀ ｷﾐｴ 指名委員会委員・報酬委員会委員

社外取締役 江上 節子 ｴｶﾞﾐ ｾﾂｺ 指名委員会委員・報酬委員会委員

社外取締役 池 史彦 ｲｹ ﾌﾐﾋｺ 指名委員会委員・監査委員会委員

２．執行役

役職名 氏名 担当および委嘱等

執行役 岩永 省一(*1) ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳｲﾁ グループ戦略部（りそな銀行経営管理）担当

執行役 福岡 聡（*2) ﾌｸｵｶ ｻﾄｼ グループ戦略部（埼玉りそな銀行経営管理）担当

執行役 菅 哲哉（*3)（*4) ｶﾝ ﾃﾂﾔ グループ戦略部（関西みらいフィナンシャルグループ経営管理）担当

執行役 新屋 和代(*1)(*2) ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾖ 人財サービス部担当

執行役 有明 三樹子(*1) ｱﾘｱｹ ﾐｷｺ コーポレートガバナンス事務局担当

執行役 寺畑 貴史(*1)(*2) ﾃﾗﾊﾀ ﾀｶｼ
プロセス改革部担当　兼ファシリティ管理部担当
兼グループ戦略部（業務プロセス改革）担当

執行役 石田 茂樹(*1) ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ
リスク統括部担当　兼信用リスク統括部担当
兼グループ戦略部（法人・融資業務改革）副担当

執行役 及川 久彦(*1) ｵｲｶﾜ ﾋｻﾋｺ 内部監査部担当

執行役 田原 英樹(*1) ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 市場企画部担当

執行役 中原 元(*1) ﾅｶﾊﾗ ｹﾞﾝ グループ戦略部担当

執行役 南 和利(*1) ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄｼ グループ戦略部（法人・融資業務改革）担当

執行役 太田 成信 ｵｵﾀ ﾅﾙﾉﾌﾞ 財務部担当

執行役 篠藤 愼一(*1) ｼﾉﾄｳ ｼﾝｲﾁ コンプライアンス統括部担当

執行役 関口 英夫(*1) ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 人財サービス部長

執行役 杉本 仁美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾄﾐ コーポレートコミュニケーション部担当

執行役 伊佐 真一郎(*1) ｲｻ ｼﾝｲﾁﾛｳ DX企画部担当　兼カスタマーサクセス部担当　兼データサイエンス部担当

(＊1)りそな銀行兼務

(＊2)埼玉りそな銀行兼務

(＊3)関西みらいフィナンシャルグループ兼務

(＊4)関西みらい銀行兼務

(＊5)DX企画部・カスタマーサクセス部・データサイエンス部担当統括



りそな銀行 役員一覧 2021年6月23日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役会長 東   和浩(*1) ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ

代表取締役社長 岩永 省一(*1) ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳｲﾁ

代表取締役副社長
兼執行役員

浅井 哲 ｱｻｲ ﾃﾂ 東日本担当統括(*4)

代表取締役副社長
兼執行役員

岡橋 達哉 ｵｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 西日本担当統括(*5)

取締役 南 昌宏(*1) ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ

社外取締役 岡田 英理香 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｶ

取締役 野澤 幸博 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 監査等委員

取締役 広川 正則 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 監査等委員

社外取締役 三箇山 秀之 ﾐｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 監査等委員

社外取締役 土田　亮 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 監査等委員

社外取締役 八重倉 孝 ﾔｴｸﾗ ﾀｶｼ 監査等委員

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

専務執行役員 浜田 勇一郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京営業部長

専務執行役員 野口 幹夫(*1) ﾉｸﾞﾁ ﾐｷｵ DX企画部門担当統括(*6)　兼システム部担当

常務執行役員 新屋 和代(*1)(*2) ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾖ 人財サービス部担当

常務執行役員 有明 三樹子(*1) ｱﾘｱｹ ﾐｷｺ コーポレートガバナンス事務局担当

常務執行役員 寺畑 貴史(*1)(*2) ﾃﾗﾊﾀ ﾀｶｼ プロセス改革部担当　兼ファシリティ管理部担当

常務執行役員 米谷 高史 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ
コーポレートビジネス部担当　兼ソリューションビジネス部担当
兼国際事業部担当統括

常務執行役員 馬場 一郎 ﾊﾞﾊﾞ ｲﾁﾛｳ 審査部担当　兼融資管理部担当

常務執行役員 石田 茂樹(*1) ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 融資企画部担当　兼リスク統括部担当　

執行役員 及川 久彦(*1) ｵｲｶﾜ ﾋｻﾋｺ 内部監査部担当

執行役員 鈴木 陽彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 審査部副担当

執行役員 佐々木 力 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 大阪地域担当(*7)　兼京都・滋賀営業本部担当

執行役員 田原 英樹(*1) ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 総合資金部担当

執行役員 西山 明宏 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 信託財産運用部担当

執行役員 村上 二郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾛｳ 国際事業部担当

執行役員 河野 哲 ｺｳﾉ ｻﾄｼ 不動産営業部担当　兼不動産ビジネス部担当

執行役員 日野 夏樹 ﾋﾉ ﾅﾂｷ 首都圏地域担当(*8)　兼多摩地域担当　兼独立店担当(*9)

執行役員 持丸 秀樹 ﾓﾁﾏﾙ ﾋﾃﾞｷ 信託ビジネス部担当統括　兼年金業務部担当

執行役員 中原 元（*1) ﾅｶﾊﾗ ｹﾞﾝ 経営管理部担当

執行役員 石井 貴 ｲｼｲ ﾀｶｼ 大阪営業部長

執行役員 越智 孝明 ｵﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川地域担当　兼独立店担当（*10)

執行役員 三井 英一（*2) ﾐﾂｲ ｴｲｲﾁ 首都圏地域担当(*11)　兼独立店担当(*12)

執行役員 髙橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ ライフデザインサポート部担当　兼ローン管理部担当

執行役員 南 和利（*1) ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄｼ 営業サポート統括部担当

執行役員 篠藤 愼一(*1) ｼﾉﾄｳ ｼﾝｲﾁ コンプライアンス統括部担当

執行役員 平岩 光顕 ﾋﾗｲﾜ ﾐﾂｱｷ 大阪地域担当(*13)　兼奈良地域担当　兼独立店担当（*14）

執行役員 清水 善正(*3) ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾏｻ ひょうご地域担当　兼独立店担当(*15) 

執行役員 関口 英夫(*1) ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 人財サービス部長

執行役員 甲賀 一隆 ｺｳｶﾞ ｶﾂﾞﾀｶ 首都圏地域担当(*16)　兼独立店担当(*17)

執行役員 野田 一雄 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ 信託ビジネス部担当

執行役員 伊佐 真一郎(*1) ｲｻ ｼﾝｲﾁﾛｳ DX企画部担当　兼カスタマーサクセス部担当

(＊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)みなと銀行兼務
(＊4)首都圏地域・神奈川地域・多摩地域・名古屋営業本部・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、浜松支店）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)DX企画部・カスタマーサクセス部担当統括　(＊7）北ブロック　(＊8)西ブロック　(＊9)松本支店・甲府支店
(＊10)浜松支店　(＊11)南ブロック　(＊12)前橋支店・長岡支店　(＊13)南ブロック　(＊14)和歌山支店　(＊15)広島支店
(＊16)東ブロック　(＊17)札幌支店・宇都宮支店・仙台支店　



埼玉りそな銀行 役員一覧 2021年6月22日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

取締役会長 池田 一義 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ

代表取締役社長 福岡 聡(*1) ﾌｸｵｶ ｻﾄｼ

代表取締役
兼専務執行役員

中野 真治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 営業サポート統括　兼営業サポート統括部担当　兼人財サービス部担当

取締役
兼専務執行役員

直江 大 ﾅｵｴ ﾏｻﾙ 資金証券部担当　兼さいたま営業部担当　兼東京支店担当

取締役
兼常務執行役員

獅子倉 基之 ｼｼｸﾗ ﾓﾄﾕｷ 融資部担当

取締役（非常勤） 馬欠場 善則（*3) ｳﾏｶｹﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ

取締役（非常勤） 三井 英一（*2) ﾐﾂｲ ｴｲｲﾁ

社外取締役 新井 良亮 ｱﾗｲ ﾖｼｱｷ

社外取締役 久我　尚子 ｸｶﾞ ﾅｵｺ

社外取締役 鈴木 和宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 監査等委員

社外取締役 古川 康信 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ 監査等委員

社外取締役（常勤） 安陪 裕二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 監査等委員

社外取締役（常勤） 品田 一子 ｼﾅﾀﾞ ｲﾁｺ 監査等委員

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

常務執行役員 内田 政美 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ 埼玉中央地域営業本部長

常務執行役員 加藤 一弘 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 内部監査部担当

執行役員 新屋 和代(*1)（*2) ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾖ 人財サービス部副担当

執行役員 寺畑 貴史(*1)（*2) ﾃﾗﾊﾀ ﾀｶｼ オペレーション改革部副担当

執行役員 秋山 浩一 ｱｷﾔﾏ ｺｳｲﾁ 個人部担当　兼ローン事業部担当

執行役員 小川 耕一 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ オペレーション改革部担当　兼融資企画部担当

執行役員 忍田 昇一（*3) ｵｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 地域ビジネス部担当　兼県庁支店担当

執行役員 毛塚 勝彦 ｹﾂﾞｶ ｶﾂﾋｺ 埼玉東地域営業本部長

執行役員 村尾 幸信 ﾑﾗｵ ﾕｷﾉﾌﾞ 経営管理部担当　兼リスク統括部担当　兼コンプライアンス統括部担当

執行役員 粟井 邦彦 ｱﾜｲ ｸﾆﾋｺ 埼玉県央・北地域営業本部長

執行役員 小暮 浩 ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｼ 法人部担当　兼プライベートバンキング部担当

執行役員 内田 康将 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 埼玉西地域営業本部長

(＊1)りそなホールディングス兼務

(＊2)りそな銀行兼務

(＊3)関西みらい銀行兼務



関西みらいフィナンシャルグループ  役員一覧 2021年6月22日付

１．取締役

役職名 氏名 担当および委嘱等

代表取締役
兼社長執行役員

菅   哲哉(*1) ｶﾝ ﾃﾂﾔ

代表取締役 服部 博明(*3) ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｱｷ

代表取締役
兼執行役員

西山 和宏(*2) ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ グループ戦略部担当　兼財務部担当

社外取締役 磯野 薫(*2) ｲｿﾉ ｶｵﾙ

社外取締役 奥田 務 ｵｸﾀﾞ　ﾂﾄﾑ

取締役 石井 暁 ｲｼｲ ｻﾄﾙ 監査等委員

社外取締役 安田 隆二 ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 監査等委員

社外取締役 西川 哲也 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂﾔ 監査等委員

社外取締役 髙橋　亘　 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 監査等委員

２．執行役員

役職名 氏名 担当および委嘱等

執行役員 藤本　剛(*3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ グループ戦略部副担当

執行役員 鶴田　哲郎(*2)(*3) ﾂﾙﾀ　ﾃﾂﾛｳ グループ戦略部統合推進室担当

執行役員 牧　博文 ﾏｷ ﾋﾛﾌﾐ グループ戦略部成長戦略室担当

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 阪本 一朗(*3) ｻｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 人事部担当

執行役員 古川 賢治(*2) ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ 人事部副担当

執行役員 前田 好彦(*3) ﾏｴﾀﾞ　ﾖｼﾋｺ 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 竹野 譲(*2)(*3) ﾀｹﾉ ﾕｽﾞﾙ リスク統括部担当　兼信用リスク統括部担当

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 宮脇 平和(*2) ﾐﾔﾜｷ ﾄｼｶｽﾞ 営業企画部担当

執行役員 藤井 生也(*3) ﾌｼﾞｲ ｲｸﾔ 営業企画部副担当

執行役員 岩永 克也(*2)(*3) ｲﾜﾅｶﾞ　ｶﾂﾔ 市場企画部担当

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 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

(*1) りそなホールディングス兼務

(*2) 関西みらい銀行兼務

(*3) みなと銀行兼務



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

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



みなと銀行 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

代表取締役会長 服部 博明（*1) ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｱｷ

代表取締役社長 武市 寿一 ﾀｹｲﾁ ﾄｼｶｽﾞ

取締役（非常勤） 清水　善正(*3) ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾏｻ

社外取締役 國井 総一郎 ｺｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

社外取締役 林 武史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ

監査役（常勤） 丸山 克明 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂｱｷ

監査役（常勤） 板場 大海 ｲﾀﾊﾞ　ﾋﾛｳﾐ

社外監査役 木村 光利 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ

社外監査役 大森 正明 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｱｷ

２．執行役員

専務執行役員 藤井 生也（*1） ﾌｼﾞｲ　ｲｸﾔ 神戸地域本部長　兼営業部門(*4)担当

常務執行役員 加藤 浩一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 審査部担当　兼審査管理部担当

常務執行役員 阪本 一朗（*1） ｻｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 人事部担当

常務執行役員 藤本 剛(*1) ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾂﾖｼ 経営企画部担当　兼総務部担当

常務執行役員 竹野 譲(*1)（*2） ﾀｹﾉ ﾕｽﾞﾙ リスク統括部担当　兼融資企画部担当

執行役員 近重 行夫 ﾁｶｼｹﾞ　ﾕｷｵ　 営業部門(*4)副担当

執行役員 浅田　修二（*1）（*2） ｱｻﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ システム部担当

執行役員 才谷 到 ｻｲﾀﾆ　ｲﾀﾙ 阪神地域本部長

執行役員 髙瀬 義博 ﾀｶｾ ﾖｼﾋﾛ 東播・淡路地域本部長

執行役員 村上 裕司 ﾑﾗｶﾐ　ﾕｳｼﾞ 審査部長

執行役員 鶴田　哲郎（*1）（*2） ﾂﾙﾀ　ﾃﾂﾛｳ 経営企画部（統合推進）担当

執行役員 前田 好彦（*1） ﾏｴﾀﾞ　ﾖｼﾋｺ プロセス改革部担当　兼事務推進部担当

執行役員 岩永 克也（*1）（*2） ｲﾜﾅｶﾞ　ｶﾂﾔ 市場金融部担当

執行役員 上月 敏彦（*1）（*2） ｺｳﾂﾞｷ　ﾄｼﾋｺ 内部監査部担当

執行役員 藤井 英二 ﾌｼﾞｲ　ｴｲｼﾞ 姫路地域本部長

執行役員 結城 庄二（*1）（*2） ﾕｳｷ ｼｮｳｼﾞ コーポレートガバナンス室担当　兼経営企画部副担当　兼人事部副担当

執行役員 桶谷 重雄(*1)(*2) 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 青木 二郎 ｱｵｷ　ｼﾞﾛｳ プロセス改革部長

執行役員 梶本 隆介 ｶｼﾞﾓﾄ　ﾘｭｳｽｹ 播丹地域本部長

執行役員 妻鹿 佳郎 ﾒｶﾞ　ﾖｼﾛｳ 本店営業部長

(*1) 関西みらいフィナンシャルグループ兼務

(*2) 関西みらい銀行兼務

(*3) りそな銀行兼務

(*4) 営業統括部・法人業務部・ソリューションビジネス部・地域戦略部・個人業務部・まちづくり応援部


