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各　位

会 　社 　名 株式会社みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

代 表 者 名 取 締 役 社 長  　塚  本 　 隆  史

本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

コード番号 8411（東証第1部、大証第1部）

みずほフィナンシャルグループの役員異動のお知らせ

　本日、下記みずほフィナンシャルグループ各社の役員異動（委嘱の変更）がございましたの

でお知らせいたします。

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

みずほ信託銀行株式会社

みずほ証券株式会社

以上
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【株式会社みずほフィナンシャルグループ】

（２０１１年４月１日付）
氏名 新 現

土屋　光章 副社長執行役員 みずほ信託銀行

内部監査部門長 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

中野　武夫 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

財務・主計グループ長 財務・主計グループ長

兼　ＩＴ・システム・事務グループ担当

河野　雅明 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

リスク管理グループ長 常務執行役員

兼　人事グループ長 営業担当役員

兼　コンプライアンス統括グループ長

安部　大作 常務執行役員 常務執行役員

企画グループ長 企画グループ長

兼　ＩＴ・システム・事務グループ長 兼　ＩＴ・システム・事務グループ長

兼　グループ戦略部長

森脇　朗 常務執行役員 みずほ信託銀行

アセットマネジメント企画室担当役員 常務執行役員

兼　みずほ信託銀行

常務執行役員

飯盛　徹夫 執行役員 経営企画部長

経営企画部長

大西　節 取締役（非常勤） 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

内部監査部門長

齊藤　肇 取締役（非常勤） 常務取締役

兼　常務執行役員

リスク管理グループ長

兼　人事グループ長

兼　コンプライアンス統括グループ長

山田　達也 退任 執行役員

主計部長
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（２０１１年６月下旬予定）
氏名 新 現

土屋　光章 取締役副社長 （前掲）

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

内部監査部門長

河野　雅明 常務取締役 （前掲）

兼　常務執行役員

リスク管理グループ長

兼　人事グループ長

兼　コンプライアンス統括グループ長

繁治　義信 常勤監査役 みずほ銀行

常務執行役員

支店担当

伊豫田　敏也 常勤監査役 みずほ証券

常務執行役員

投資銀行グループ長

大西　節 退任 （前掲）

齊藤　肇 退任 （前掲）

森田　庸夫 退任 常勤監査役

灰本　周三 退任 常勤監査役

　　土屋 光章、河野 雅明の両氏は、本年６月下旬に開催予定の当社定時株主総会における

　　新任取締役候補者であり、繁治 義信、伊豫田 敏也の両氏は、同株主総会における新任

　　監査役候補者であります。
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【新任取締役・監査役候補者】（本年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会における候補者）

つ ち や み つ あ き

氏  名 土 屋 光 章 （ 昭和29年5月1日 生 56 才 ）
学  歴 昭和52年3月 東京大学経済学部卒業
経  歴 昭和52年4月 入社

こ う の ま さ あ き

氏  名 河 野 雅 明 （ 昭和32年2月24日 生 54 才 ）
学  歴 昭和54年3月 東京大学経済学部卒業
経  歴 昭和54年4月 入社

し げ じ よ し の ぶ

氏  名 繁 治 義 信 （ 昭和31年4月30日 生 54 才 ）
学  歴 昭和54年3月 神戸商科大学商経学部卒業
経  歴 昭和54年4月 入社

い よ だ と し な り

氏  名 伊 豫 田 敏 也 （ 昭和29年3月31日 生 56 才 ）
学  歴 昭和52年3月 東京大学経済学部卒業
経  歴 昭和52年4月 入社

みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長、同 常務執行役員営業担当役員、みずほ信託銀
行副社長執行役員、同　取締役副社長（現任）

所有株式数　　普通株式 11,850株　（平成22年9月30日現在）

みずほコーポレート銀行執行役員営業第八部長、同　常務執行役員営業担当役員（現任）

みずほ銀行執行役員名古屋中央支店長、同 執行役員名古屋中央支店名古屋中央法人部
長、同 執行役員法人業務部長、同 執行役員法人業務部長兼法人業務部企業金融サポー
ト室長、同　常務執行役員（現任）

みずほ証券常務執行役員アドバイザリー第１グループ長、同 常務執行役員アドバイザリー第
１グループ長兼アドバイザリー第２グループ長、同 常務執行役員アドバイザリーグループ長、
同 常務執行役員投資銀行第１グループ長、同 常務執行役員グローバル投資銀行部門長
兼投資銀行グループ長、同 常務執行役員グローバル投資銀行部門副部門長兼投資銀行グ
ループ共同グループ長兼投資銀行業務管理部担当、同 常務執行役員投資銀行グループ長
（現任）
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【新任執行役員候補者】

も り わ き あ き ら

氏  名 森 脇 朗 （ 昭和31年4月16日 生 54 才 ）
学  歴 昭和55年3月 慶應義塾大学経済学部卒業
経  歴 昭和55年4月 入社

い い も り て つ お

氏  名 飯 盛 徹 夫 （ 昭和35年9月12日 生 50 才 ）
学  歴 昭和59年3月 慶應義塾大学経済学部卒業
経  歴 昭和59年4月 入社

みずほ銀行福島支店長、同 職域営業部長、みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
（現任）

みずほ信託銀行経営企画部付審議役（資産管理サービス信託銀行出向）、同 経営企画部審
議役、同　経営企画部長、同　執行役員経営企画部長、同　常務執行役員（現任）
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【株式会社みずほ銀行】

（２０１１年４月１日付）
氏名 新 現

矢野　正敏 取締役副頭取 常務執行役員

（代表取締役） 法人グループ担当

兼　副頭取執行役員

コンプライアンス統括グループ担当

兼　支店部担当

兼　店舗部担当

行本　典詔 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 支店担当

審査部門担当

古谷　昌彦 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 法人グループ副担当

法人グループ担当 兼　ＩＴ・システムグループ副担当

兼　証券業務部担当

兼　イノベーションビジネス部担当

兼　宝くじ部担当

兼　支店担当

種橋　牧夫 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 審査部門担当

萩原　忠幸 常務執行役員 常務取締役

ＩＴ・システムグループ担当 兼　常務執行役員

兼　事務グループ担当 ＩＴ・システムグループ担当

兼　お客さまサービス部担当 兼　事務グループ担当

兼　お客さまサービス部担当

岡部　俊胤 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 個人グループ担当

川久保　公司 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 法人グループ副担当

兼　法人グループ副担当

赤澤　由英 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 支店担当

兼　宝くじ部担当

二瓶　晴郷 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

支店担当 常務執行役員

兼　法人グループ副担当 営業担当役員

冨安　司郎 常務執行役員 執行役員

審査部門担当 審査第一部長

兼 審査第一部 中小企業等金融円滑化推進室長
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氏名 新 現

辻田　泰徳 常務執行役員 執行役員

個人グループ担当 個人マーケティング部長

新田　信行 常務執行役員 執行役員

支店担当 コンプライアンス統括部長

金子　基宏 常務執行役員 執行役員

支店担当 本店長

田尾　祐一 常務執行役員 執行役員

支店担当 支店部長

藤岡　一晃 執行役員 丸之内支店長

白石　秀樹 執行役員 みずほコーポレート銀行

営業第五部長

柳川　匡史 執行役員 東京中央支店長

高橋　太朗 執行役員 新潟支店長

野村　勉 執行役員 コーポレートファイナンス部長

山室　晋也 執行役員 渋谷中央支店長

松本　幸久 執行役員 支店部個人営業第一ユニット部長

片岡　之総 執行役員 市場金融部長

井内　克之 執行役員 八重洲口支店長

原田　修 執行役員 企業戦略第一部長

渡辺　健 執行役員 個人業務部長

千葉　雅彦 執行役員 渋谷支店長

加茂　正巳 執行役員 ウェルスマーケティング部長
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氏名 新 現

上野　徹郎 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

コンプライアンス統括グループ担当

兼　支店部担当

兼　店舗部担当

中村　恒 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

支店担当

西名　武彦 退任 常務執行役員

支店担当

間山　公晴 退任 常務執行役員

審査部門担当

三浦　由博 退任 常務執行役員

支店担当

繁治　義信 退任 常務執行役員

支店担当

辻内　啓志 退任 執行役員

総合資金部長

入江　淳二 退任 執行役員

小舟町支店長

兼　小舟町支店小舟町第一部長

内梨　晋介 退任 執行役員

企業戦略第三部長

坂本　光一郎 退任 執行役員

業務監査部長

　　矢野 正敏、行本 典詔、古谷 昌彦の三氏は、本年４月１日に開催予定の当行株主総会に

　　おける新任取締役候補者であります。

（２０１１年６月下旬予定）
氏名 新 現

千葉　裕太 常勤監査役 みずほフィナンシャルグループ

監査業務部長

廣田　拓夫 退任 常勤監査役

　　千葉 裕太氏は、本年６月下旬に開催予定の当行定時株主総会における新任監査役候補者

　　であります。
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【株式会社みずほコーポレート銀行】
（２０１１年３月２９日付）

氏名 新 現

川岸　哲哉 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

グローバルトランザクションユニット統括役員

兼　グローバルアセットマネジメント

ユニット統括役員

（２０１１年４月１日付）
氏名 新 現

平松　哲郎 取締役副頭取 常務取締役

（代表取締役） 兼　常務執行役員

兼　副頭取執行役員 企画グループ統括役員

兼　ＩＴ・システムグループ統括役員

兼　事務グループ統括役員

永井　幹人 取締役副頭取 常務執行役員

（代表取締役） コーポレートバンキングユニット統括役員

兼　副頭取執行役員

兼　内部監査統括役員

本田　修一 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 グローバルインベストメントバンキング

企画グループ統括役員 ユニット統括役員

兼　事務グループ統括役員

西澤　順一 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 リスク管理グループ統括役員

リスク管理グループ統括役員 兼　人事グループ統括役員

兼　人事グループ統括役員

大橋　圭造 常務執行役員 常務執行役員

東アジア地域統括役員 アジア地域統括役員

福田　良之 常務執行役員 常務執行役員

コーポレートバンキングユニット統括役員 コンプライアンス統括グループ統括役員

兼　審査グループ統括役員

高橋　秀行 常務執行役員 常務執行役員

財務・主計グループ統括役員 財務・主計グループ統括役員

兼　ポートフォリオマネジメントグループ 兼　ポートフォリオマネジメントグループ

統括役員 統括役員

兼　ＩＴ・システムグループ統括役員
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氏名 新 現

長谷川　浩一 常務執行役員 執行役員

グローバルインベストメントバンキング 営業第九部長

ユニット統括役員

島田　秀一 常務執行役員 執行役員

コンプライアンス統括グループ統括役員 営業第十五部長

兼　審査グループ統括役員

中村　康佐 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 シンガポール支店長

末廣　博 常務執行役員 執行役員

アジア・オセアニア地域統括役員 営業第七部長

神吉　正 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 営業第八部長

米谷　雅之 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 業務管理部長

藤井　信行 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 営業第十一部長

星　正幸 常務執行役員 執行役員

グローバルトランザクションユニット統括役員 コーポレートバンキングユニット副担当役員

兼　グローバルアセットマネジメント

ユニット統括役員

清水　東吾 執行役員 執行役員

ＩＴ・システム統括部長 秘書室長

吉野　康司 執行役員 国際管理部付審議役

インターナショナルバンキングユニット （みずほコーポレート銀行（中国）

統括役員付審議役 有限公司　本店営業第一部長）

（みずほコーポレート銀行（中国）

有限公司　本店営業第一部長）

福澤　元 執行役員 米州業務管理部長

管理部長

宮崎　智史 執行役員 営業第六部長

営業第六部長

橋本　和典 執行役員 ヒューマンリソースマネジメント部長

ヒューマンリソースマネジメント部長

大串　桂一郎 執行役員 営業第十二部長

業務管理部長

神宮　知茂 執行役員 名古屋営業部長

名古屋営業部長
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氏名 新 現

坂井　辰史 執行役員 企画グループ統括役員付

企画グループ統括役員付 シニアコーポレートオフィサー

シニアコーポレートオフィサー

山田　大介 執行役員 産業調査部長

産業調査部長

明石　健太郎 執行役員 香港支店長

香港営業第一部長

兼　香港営業第二部長

大島　周 執行役員 国際資金証券部長

国際資金証券部長

中藤　正哉 執行役員 兜町証券営業部長

営業第十一部長

Andrew Dewing 執行役員 欧州営業第二部長

欧州営業第二部長

宮本　裕 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

本山　博史 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

兼　内部監査統括役員

永井　素夫 退任 常務執行役員

営業担当役員

河野　雅明 退任 常務執行役員

営業担当役員

二瓶　晴郷 退任 常務執行役員

営業担当役員

形山　成朗 退任 執行役員

ＩＴ・システム統括部長

赤塚　昇 退任 執行役員

営業第十八部長

高橋　敦 退任 執行役員

市場営業部長

相沢　慎哉 退任 執行役員

業務監査部長

　　永井 幹人、本田　修一、西澤 順一の三氏は、本年４月１日に開催予定の当行株主総会に

　　おける新任取締役候補者であります。
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【みずほ信託銀行株式会社】
 

（２０１１年４月１日付）
氏名 新 現

永井　素夫 副社長執行役員 みずほコーポレート銀行

常務執行役員

営業担当役員

酒井　康夫 常務執行役員 執行役員

（大阪駐在） 人事部長

宮下　典夫 常務執行役員 執行役員

経営企画部長

竹本　秀一 常務執行役員 執行役員

ＩＴ・システム統括部長

田中　信哉 常務執行役員 執行役員

不動産企画部長

吉川　正夫 執行役員 執行役員

運用企画部長 投資業務部長

谷口　正憲 執行役員 年金企画部長

名古屋支店長

井堀　誠人 執行役員 信託総合営業第ニ部長

信託プロダクツユニット担当役員付

審議役

北嶋　信顕 執行役員 信託総合営業第一部長

福岡支店長

岡山　誠 執行役員 信託総合営業第三部長

信託総合営業第三部長

澤　和久 執行役員 事務統括部長

経営企画部長

村本　真甲夫 執行役員 法人業務部長

法人業務部長

渡辺　伸充 執行役員 資金証券部長

資金証券部長

土屋　光章 取締役（非常勤） 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

武部　頼明 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

田原　良逸 退任 常務取締役

兼　常務執行役員
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氏名 新 現

金子　治行 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

角倉　英司 退任 常務執行役員

宇波　信吾 退任 執行役員

名古屋支店長

奈良　正哉 退任 執行役員

運用企画部長

（２０１１年６月下旬予定）
氏名 新 現

永井　素夫 取締役副社長 （前掲）

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

大井　直 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員

奈良　正哉 常勤監査役 （前掲）

遠藤　健 監査役 株式会社損害保険ジャパン

専務執行役員

土屋　光章 退任 （前掲）

武藤　英二 退任 取締役（非常勤）

菅原　宏之 退任 常勤監査役

髙宮　洋一 退任 監査役

　　永井 素夫、大井 直の両氏は、本年６月下旬に開催予定の当社定時株主総会における新任

　　取締役候補者であり、奈良 正哉、遠藤 健の両氏は、同株主総会における新任監査役候補者

　　であります。なお、遠藤 健氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役

　　候補者であります。
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【みずほ証券株式会社】

（２０１１年４月１日付）
氏名 新 現

安倍　秀雄 取締役副社長 取締役副社長

兼　副社長執行役員 兼　副社長執行役員

グローバル投資銀行ヘッド グローバル投資銀行ヘッド

兼　グローバルカバレッジヘッド 兼　グローバルカバレッジヘッド（日系）

兼　グローバル投資銀行部門長 兼　グローバル投資銀行部門長

兼　投資銀行グループ長

中村　英剛 取締役副社長 取締役副社長

兼　副社長執行役員 兼　副社長執行役員

グローバルカバレッジ共同ヘッド 国際部門共同部門長

兼　国際部門長 兼　グローバルインフラ整備委員会

兼　アジア・中東委員会委員長 副委員長

兼　グローバル投資銀行部門共同部門長

兼　グローバルインフラ整備委員会担当

長﨑　秀樹 　副社長執行役員 常務執行役員

　監査部担当 秘書室、人事部担当

本山　博史 副社長執行役員 みずほコーポレート銀行

取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

兼　内部監査統括役員

齊藤　肇 　副社長執行役員 みずほフィナンシャルグループ

常務取締役

兼　常務執行役員

リスク管理グループ長

兼　人事グループ長

兼　コンプライアンス統括グループ長

蒲生　英雄 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

系統営業担当 系統営業担当

兼　投資顧問部担当 兼　情報セキュリティ管理部担当

幸田　博人 常務執行役員 執行役員

総合企画部、経営調査部、 総合企画部、経営調査部、

BCP室、広報・ＩＲ部担当 BCP室、広報・ＩＲ部担当

兼　総合企画部長
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氏名 新 現

薄葉　真哉 常務執行役員 執行役員

グローバルリスク管理グループ担当 グローバルリスク管理グループ長

兼　オペレーショナルリスクマネジメント部担当 兼　オペレーショナルリスクマネジメント部担当

肥後　泰 常務執行役員 執行役員

　財務・主計グループ担当 グループ事業部、総務部担当

兼　グループ事業部、総務部、

情報セキュリティ管理部担当

南谷　健一 常務執行役員 常務執行役員

法務・コンプライアンス本部長 法務・コンプライアンス本部長

兼　引受審査部担当

形山　成朗 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

ＩＴ本部長 執行役員

ＩＴ・システム統括部長

播磨　秀樹 常務執行役員 常務執行役員

グローバル・リサーチ本部長 グローバル・リサーチ本部長

兼　投資業務部、証券業務開発部担当

清水　良夫 常務執行役員 執行役員

グローバル投資銀行部門副部門長 グローバル投資銀行部門付

兼　投資銀行業務管理部、 投資銀行業務管理部、

投資銀行業務連携部担当 投資銀行業務連携部担当

村中　幸嗣 常務執行役員 執行役員

投資銀行グループ 投資銀行グループ担当

遠藤　恭彦 常務執行役員 執行役員

投資銀行グループ 投資銀行グループ担当

兼　企業推進グループ担当

野沢　勝則 常務執行役員 執行役員

グローバルカバレッジグループ副グループ長 グローバルカバレッジグループ副グループ長

兼　アジア・中東委員会副委員長 兼　アジア・中東委員会副委員長

James G.W. Reed 常務執行役員 常務執行役員

グローバルマーケッツヘッド グローバルマーケッツヘッド

兼　グローバル市場・商品部門長 兼　グローバル市場・商品部門共同部門長

兼　グローバル・リサーチ本部副本部長 兼　グローバル・リサーチ本部副本部長

兼　米国みずほ証券会長 兼　米国みずほ証券会長
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氏名 新 現

後藤　修一 常務執行役員 常務執行役員

国内営業部門長 国内営業部門長

兼　営業本部長 兼　営業本部長

兼　営業指導部担当 兼　営業企画部、ＦＡ統括部、

兼　チャネル推進グループ担当 営業指導部、ビジネス開発部、

ウェルスマネジメント部、

ダイレクト部担当

武　之弘 常務執行役員 執行役員

国内営業部門副部門長 第三ブロック長

兼　営業本部副本部長

兼　営業企画部、ＦＡ統括部、

ウェルスマネジメント部担当

木村　真一郎 常務執行役員 執行役員

大阪支店長 大阪支店長

兼　関西法人部、大阪総務部担当 兼　大阪総務部担当

津村　直美 執行役員 プロダクト企画・推進グループ

秘書室、人事部担当 副グループ長

藤井　健司 執行役員 グローバルリスク管理グループ

グローバルリスク管理グループ長 副グループ長

兼　リスク統括部長

山田　達也 執行役員 みずほフィナンシャルグループ

財務・主計グループ長 執行役員

主計部長

熊谷　泰治 執行役員 情報セキュリティ管理部長

情報セキュリティ管理部長

中瀬　美明 執行役員 グローバルインフラ整備委員会事務局長

業務管理本部担当

兼　コーポレートサポート部担当

兼　グローバルインフラ整備委員会事務局長

高田　創 執行役員 グローバル・リサーチ本部本部長代理

グローバル・リサーチ本部副本部長 兼　金融市場調査部長

吉田　格 執行役員 投資銀行第２部長

投資銀行グループ

花村　信也 執行役員 アドバイザリーグループ長

アドバイザリーグループ長

橋詰　豪 執行役員 ＩＢプロダクツグループ長

ＩＢプロダクツグループ長

－16－



氏名 新 現

小島　隆之 執行役員 第一ブロック長

第一ブロック長

紙野　耕司 執行役員 第二ブロック長

第二ブロック長

藤原　一幸 執行役員 法人業務企画部長

第三ブロック長

大坪　教光 執行役員 執行役員

本店営業部長 営業企画部長

兼　ＦＡ統括部長

石田　和也 執行役員 京都支店長

京都支店長

川村　融 取締役（非常勤） 取締役副社長

兼　副社長執行役員

グローバルインフラ整備委員会委員長

椛嶋　文雄 退任 取締役副社長

兼　副社長執行役員

監査部担当

遠藤　寛 退任 取締役副社長

兼　副社長執行役員

グローバルカバレッジヘッド（非日系）

兼　国際部門長

治徳　忠 退任 常務執行役員

業務管理本部長

兼　コーポレートサポート部担当

袴田　一成 退任 常務執行役員

ＩＴ本部長

中村　順一 退任 常務執行役員

国際部門副部門長

兼　グローバル投資銀行部門副部門長

兼　アジア・中東委員会委員長

山根　幸男 退任 常務執行役員

グローバル投資銀行部門副部門長

伊豫田　敏也 退任 常務執行役員

投資銀行グループ長
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氏名 新 現

杉井　浩一郎 退任 常務執行役員

グローバルマーケッツ共同ヘッド

兼　グローバル市場・商品部門共同部門長

兼　グローバル・リサーチ本部副本部長

櫻井　達 退任 常務執行役員

国内営業部門副部門長

兼　営業本部副本部長

兼　法人業務企画部、法人資金部、

関西法人部、金融公共法人資金部担当

本多　修 退任 執行役員

財務・主計グループ長

兼　広報・IR部、

オペレーショナルリスクマネジメント部副担当

竹村　正宏 退任 執行役員

引受審査部担当

神埜　裕之 退任 執行役員

金融公共グループ副グループ長

降幡　武亮 退任 執行役員

企業推進グループ長

伊藤　一正 退任 執行役員

本店営業部長

山川　貢 退任 執行役員

新宿支店長

津守　寿久 退任 執行役員

チャネル推進グループ長

兼　投資業務部、投資顧問部、

証券業務開発部担当　

（２０１１年４月１１日付）
氏名 新 現

中村　英剛 取締役副社長 （前掲）

兼　副社長執行役員

グローバルカバレッジ共同ヘッド

兼　グローバル投資銀行部門共同部門長

兼　アジア営業推進本部長

兼　グローバルインフラ整備委員会担当
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氏名 新 現

蒲生　英雄 常務取締役 （前掲）

兼　常務執行役員

系統営業担当

兼　プロダクト企画・推進グループ担当

幸田　博人 常務執行役員 （前掲）

総合企画部、経営調査部、

海外拠点業務部、北京駐在員事務所、

上海駐在員事務所、ムンバイ駐在員事務所、

BCP室、広報部担当

南谷　健一 常務執行役員 （前掲）

コンプライアンス本部長

兼　法務部、引受審査部担当

清水　良夫 常務執行役員 （前掲）

グローバル投資銀行部門副部門長

兼　投資銀行業務管理部担当

久保　浩一 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ グローバルカバレッジグループ長

兼　アジア営業推進本部付 兼　投資銀行グループ

兼　アジア・中東委員会副委員長

野沢　勝則 常務執行役員 （前掲）

投資銀行グループ

兼　アジア営業推進本部付

加藤　孝明 常務執行役員 常務執行役員

アジア営業推進本部副本部長 投資銀行グループ

兼　投資銀行グループ

兼　みずほセキュリティーズアジア会長

幸　宏 常務執行役員 常務執行役員

グローバル市場・商品部門副部門長 グローバル市場・商品部門副部門長

兼　ソリューション営業グループ担当 兼　プロダクト企画・推進グループ長

兼　グローバルマーケッツ企画部担当 兼　グローバルマーケッツ企画部担当

武　之弘 常務執行役員 （前掲）

国内営業部門副部門長

兼　営業本部副本部長

兼　営業企画部、ＦＡ統括部、

ウェルスマネジメント部担当

兼　ダイレクト推進グループ長
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氏名 新 現

木村　真一郎 常務執行役員 （前掲）

大阪支店長

兼　関西法人部担当

平形　光男 常務執行役員 常務執行役員

みずほセキュリティーズ・ユーケー 国際部門副部門長

・ホールディングス会長 兼　みずほセキュリティーズ・ユーケー

兼　みずほインターナショナル会長 ・ホールディングス会長

兼　みずほインターナショナル会長

花村　信也 執行役員 （前掲）

グローバルアドバイザリーグループ長

（２０１１年６月下旬予定）
氏名 新 現

横尾　敬介 取締役会長 取締役社長

（代表取締役）

本山　博史 取締役社長 （前掲）

（代表取締役）

長﨑　秀樹 　取締役副社長 （前掲）

　兼　副社長執行役員

監査部担当

齊藤　肇 　取締役副社長 （前掲）

　兼　副社長執行役員

後藤　修一 常務取締役 （前掲）

兼　常務執行役員

国内営業部門長

兼　営業本部長

兼　営業指導部担当

兼　チャネル推進グループ担当

繁治　義信 監査役 みずほ銀行

常務執行役員

支店担当

草間　高志 顧問 取締役会長

（代表取締役）

川村　融 退任 （前掲）
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氏名 新 現

関山　秀人 退任 常勤監査役

森田　庸夫 退任 監査役

　　本山 博史、長﨑 秀樹、齊藤 肇、後藤 修一の四氏は、本年６月下旬に開催予定の当社

　　定時株主総会における新任取締役候補者であり、横尾 敬介氏は同株主総会における再任

　　取締役候補者であります。また、繁治 義信氏は、同株主総会における新任監査役候補者で

　　あります。繁治 義信氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者

　　であります。
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