
 2012年3月2日

各　位

株式会社みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

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（委嘱等の変更）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】

（２０１２年４月１日付）

氏名 新 現

坂井　辰史 執行役員 ―

グループ企画部長

大谷　光夫 執行役員 ―

コンプライアンス統括部長

綾　隆介 執行役員 ―

総合リスク管理部長

真保　順一 執行役員 ―

ポートフォリオマネジメント部長

中村　春貴 執行役員 IT・システム企画部長

IT・システム企画部長

藤原　弘治 執行役員 IR部長

IR部長

上甲　亮祐 執行役員 ―

秘書室長

津原　周作 退任 執行役員

秘書室長
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【新任執行役員候補者】

さ か い た つ ふ み

氏  名 坂 井 辰 史 （ 昭和34年8月27日 生 52 才）
学  歴 昭和59年3月 東京大学法学部卒業
経  歴 昭和59年4月 入社

お お た に み つ お

氏  名 大 谷 光 夫 （ 昭和36年1月19日 生 51 才 ）
学  歴 昭和58年3月 広島大学経済学部卒業
経  歴 昭和58年4月 入社

あ や り ゅ う す け

氏  名 綾 隆 介 （ 昭和35年5月20日 生 51 才 ）
学  歴 昭和59年3月 東京大学経済学部卒業
経  歴 昭和59年4月 入社

し ん ぼ じ ゅ ん い ち

氏  名 真 保 順 一 （ 昭和36年5月21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

な か む ら は る き

氏  名 中 村 春 貴 （ 昭和36年11月28日 生 50 才 ）
学  歴 昭和59年3月 早稲田大学理工学部卒業
経  歴 昭和59年4月 入社

ふ じ わ ら こ う じ

氏  名 藤 原 弘 治 （ 昭和36年6月29日 生 50 才 ）
学  歴 昭和60年3月 早稲田大学商学部卒業
経  歴 昭和60年4月 入社

みずほコーポレート銀行総合リスク管理部次長、同 シドニー支店副支店長兼国際管理部付
参事役（みずほコーポレートオーストラリアリミテッド出向）、同　総合リスク管理部長（現任）

みずほ銀行個人グループ担当役員付参事役、同 銀座通支店長、同 コンプライアンス統括
部長（現任）

みずほコーポレート銀行国際管理部次長、同 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、同　執行役員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（現任）

みずほフィナンシャルグループ財務企画部次長、みずほコーポレート銀行グローバルオルタナ
ティブインベストメント管理部長兼グローバルオルタナティブインベストメント管理部欧州室長、
同　アセットマネジメント業務管理部長兼アセットマネジメント業務管理部欧州室長（現任）

みずほ銀行個人企画部付参事役（ユーシーカード出向）、同 個人業務部付参事役（キュービ
タス出向）、みずほフィナンシャルグループIT・システム企画部長（現任）

みずほ銀行個人企画部次長、同 経営企画部参事役、同 経営企画部参事役兼経営企画部
付参事役（全国銀行協会出向）、みずほフィナンシャルグループIR部参事役、同 IR部長（現
任）
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じ ょ う こ う り ょ う す け

氏  名 上 甲 亮 祐 （ 昭和36年8月6日 生 50 才 ）
学  歴 昭和60年3月 一橋大学経済学部卒業
経  歴 昭和60年4月 入社

みずほ信託銀行人事部副部長、みずほ銀行大阪支店長（現任）
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【株式会社みずほ銀行】

（２０１２年４月１日付）

氏名 新 現

矢野　正敏 取締役副頭取 取締役副頭取

（代表取締役） （代表取締役）

兼　副頭取執行役員 兼　副頭取執行役員

店舗部担当役員 店舗部担当

種橋　牧夫 取締役副頭取 取締役副頭取

（代表取締役） （代表取締役）

兼　副頭取執行役員 兼　副頭取執行役員

営業店業務部門長 支店部担当

兼　支店部長

川久保　公司 常務執行役員 常務執行役員

営業店担当役員 支店担当

兼　法人グループ副担当

加藤　純一 常務執行役員 常務執行役員

市場ユニット副担当役員 市場・ＡＬＭグループ担当

片山　雄一 常務執行役員 ―

営業店副担当役員

今泉　泰彦 常務執行役員 ―

営業店副担当役員

二瓶　晴郷 常務執行役員 常務執行役員

営業店担当役員 支店担当

兼　法人グループ副担当

柏崎　博久 常務執行役員 常務執行役員

営業店担当役員 財務・主計グループ担当

兼　お客さまサービス部担当

倉中　伸 常務執行役員 常務取締役

審査部門副担当役員 兼　常務執行役員

リスク管理グループ担当　

兼　コンプライアンス統括グループ担当

福沢　俊彦 常務執行役員 常務執行役員

IT・システムグループ副担当役員 IT・システムグループ担当

冨安　司郎 常務執行役員 常務執行役員

審査部門長 審査部門担当

新田　信行 常務執行役員 常務執行役員

営業店担当役員 支店担当

兼　コンプライアンス統括グループ副担当
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氏名 新 現

中村　康佐 常務執行役員 ―

営業店副担当役員

神吉　正 常務執行役員 ―

営業店副担当役員

藤井　信行 常務執行役員 ―

営業店副担当役員

津原　周作 常務執行役員 ―

営業店担当役員

橋本　明博 常務執行役員 ―

営業店担当役員

原田　修 常務執行役員 執行役員

営業店副担当役員 企業戦略第一部長

神宮　知茂 常務執行役員 ―

営業店担当役員

石井　裕久 執行役員 ―

市場ユニット担当

（セールス＆トレーディング）

松本　幸久 執行役員 執行役員

営業店業務部門担当 支店担当

（個人ユニット・リテールバンキングユニット）

橋本　和典 執行役員 執行役員

グループ人事部長 人事室長

井内　克之 執行役員 執行役員

名古屋中央支店名古屋中央法人部長 法人業務部長

大串　桂一郎 執行役員 ―

大企業法人業務部長

坂井　辰史 執行役員 ―

グループ企画部長

山田　大介 執行役員 ―

産業調査部長

大谷　光夫 執行役員 コンプライアンス統括部長

コンプライアンス統括部長

齋藤　考 執行役員 国際資金部長

国際資金部長

綾　隆介 執行役員 ―

総合リスク管理部長
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氏名 新 現

松原　祐生 執行役員 ―

金融・公共法人業務部長

真保　順一 執行役員 ―

ポートフォリオマネジメント部長

齊藤　真 執行役員 虎ノ門支店虎ノ門第二部長

営業店業務部長

高島　豊徳 執行役員 公務第一部長

公務第一部長

中村　春貴 執行役員 ―

IT・システム企画部長

城田　敬久 執行役員 秘書室長

京橋支店京橋第二部長

古谷　昌彦 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

法人グループ担当

兼　証券業務部担当

兼　イノベーションビジネス部担当

長津　克司 退任 常務執行役員

支店担当

兼　法人グループ副担当

鈴木　直人 退任 常務執行役員

支店担当

行本　典詔 退任 常務執行役員

審査部門担当

赤澤　由英 退任 常務執行役員

支店担当

兼　宝くじ部担当

金子　基宏 退任 常務執行役員

支店担当

田尾　祐一 退任 常務執行役員

支店担当

中村　健 退任 執行役員

京橋支店京橋第二部長

砂山　晃一 退任 執行役員

法務部長

金子　健一 退任 執行役員

銀座支店銀座第二部長
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氏名 新 現

伊藤　隆 退任 執行役員

名古屋中央支店名古屋中央法人部長

片岡　之総 退任 執行役員

市場金融部長

（２０１２年６月下旬予定）

氏名 新 現

繁治　義信 監査役 ―

三津間　健 退任 常勤監査役

　　繁治　義信氏は、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。

－8－



【株式会社みずほコーポレート銀行】

（２０１２年４月１日付）

氏名 新 現

若生　信弥 常務執行役員 常務執行役員

米州地域ユニット長 米州地域統括役員

加藤　純一 常務執行役員 ―

市場ユニット副担当役員

成川　敦 常務執行役員 常務執行役員

欧州地域ユニット長 欧州地域統括役員

末廣　博 常務執行役員 常務執行役員

アジア・オセアニア地域ユニット長 アジア・オセアニア地域統括役員

清水　東吾 常務執行役員 執行役員

ＩＴ・システムグループ副担当役員 IT・システム統括部長

渡辺　毅 常務執行役員 執行役員

審査部門長 与信企画部長

三宅　潔 常務執行役員 執行役員

東アジア地域ユニット長 アジアソリューション営業部長

原田　修 常務執行役員 ―

営業担当役員

石井　裕久 執行役員 執行役員

市場ユニット担当 グローバルマーケットユニット

（セールス＆トレーディング） 副担当役員

橋本　和典 執行役員 執行役員

グループ人事部長 人事室長

大串　桂一郎 執行役員 執行役員

大企業法人業務部長 業務管理部長

兼　事業法人業務部副部長

坂井　辰史 執行役員 執行役員

グループ企画部長 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

飯盛　徹夫 執行役員 ―

経営企画部長

網野　良一 執行役員 国際管理部付審議役

国際ユニット長付審議役 （みずほコーポレート銀行（中国）

（みずほコーポレート銀行（中国） 有限公司　行長）

有限公司　行長）
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氏名 新 現

河合　和宏 執行役員 コーポレート審査部長

コーポレート審査部長

大谷　光夫 執行役員 ―

コンプライアンス統括部長

倉石　英明 執行役員 欧州プロダクツ営業部長

欧州プロダクツ営業部長

水間　克之 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長

アジア・オセアニア業務管理部長

綾　隆介 執行役員 総合リスク管理部長

総合リスク管理部長

三輪　正浩 執行役員 営業第九部長

営業第九部長

松原　祐生 執行役員 金融法人第一部長

金融・公共法人業務部長

丸山　伸一郎 執行役員 営業第十四部長

大企業法人ユニット長付審議役

真保　順一 執行役員 アセットマネジメント業務管理部長

ポートフォリオマネジメント部長

中村　春貴 執行役員 ―

IT・システム企画部長

田島　功 執行役員 グローバルトレードファイナンス

金融・公共法人ユニット長付審議役 営業部長

藤木　靖久 執行役員 営業第十五部長

国際業務部長

下村　光 執行役員 営業第二部長

営業第二部長

中西　章裕 執行役員 営業第八部長

営業第八部長

小林　一也 執行役員 Ｍ＆Ａファイナンス営業部長

営業第十三部長

本田　修一 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

企画グループ統括役員

兼　リスク管理グループ統括役員

兼　事務グループ統括役員

大橋　圭造 退任 常務執行役員

東アジア地域統括役員
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氏名 新 現

島田　秀一 退任 常務執行役員

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

宮口　丈人 退任 執行役員

インターナショナルバンキングユニット

統括役員付審議役

（みずほコーポレート銀行（中国）

有限公司）

小林　英文 退任 執行役員

ポートフォリオマネジメント部長

竹内　啓 退任 執行役員

営業第一部長

橋本　明博 退任 執行役員

米州プロダクツ営業部長

横田　隆幸 退任 執行役員

投資銀行業務管理部長

吉野　康司 退任 執行役員

インターナショナルバンキングユニット

統括役員付審議役

（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）

神宮　知茂 退任 執行役員

名古屋営業部長

（２０１２年６月下旬予定）

氏名 新 現

伊豫田　敏也 監査役 ―

広井　秀美 退任 常勤監査役

　　伊豫田　敏也氏は、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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【みずほ信託銀行株式会社】

（２０１２年４月１日付）

氏名 新 現

大井　直 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

企画・財務・主計グループ長

兼　人事グループ長

兼　秘書室担当役員

森脇　朗 常務執行役員 常務執行役員

信託プロダクツユニット長

兼　資金証券部担当役員

中北　清貴 常務執行役員 常務執行役員

株式戦略ユニット長

本橋　克宣 常務執行役員 常務執行役員

年金業務ユニット長

兼　運用ユニット長

高橋　雄一郎 常務執行役員 常務執行役員

営業担当役員

宮下　典夫 常務執行役員 常務執行役員

営業担当役員

兼　営業店業務部担当役員

竹本　秀一 常務執行役員 常務執行役員

個人グループ長

兼　ＩＴ・システムグループ長

兼　事務グループ長

田中　信哉 常務執行役員 常務執行役員

不動産ユニット長

門口　真人 常務執行役員 執行役員

リスク管理グループ長 業務監査部長

兼　コンプライアンス統括グループ長

兼　審査部担当役員

吉川　正夫 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 運用企画部長

日向　研 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 大阪支店長

（大阪駐在）
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氏名 新 現

岡山　誠 常務執行役員 執行役員

法人グループ長 信託総合営業第三部長

兼　コンサルティング部担当役員

兼　信託フロンティア開発部担当役員

村本　真甲夫 執行役員 執行役員

大阪支店長 法人業務部長

初澤　剛 執行役員 信託総合営業第二部長

信託総合営業第二部長

落合　悟 執行役員 ―

信託総合営業第四部長

笠原　慶久 執行役員 信託総合営業第一部長

信託総合営業第一部長

鎌田　卓史 執行役員 人事部長

法人業務部長

坂東　嘉人 執行役員 年金企画部長

年金企画部長

広瀬　靖夫 退任 常務執行役員

湊　信幸 退任 常務執行役員

安達　義二郎 退任 常務執行役員

酒井　康夫 退任 常務執行役員

（大阪駐在）

奈倉　生典 退任 執行役員

　　本年１月２０日にお知らせいたしました役員異動からの変更箇所（委嘱の追加）には

　　下線を付しております。

（２０１２年４月２日付）

氏名 新 現

竹田　徹 常勤監査役 総合リスク管理部長

鳥飼　重和 退任 取締役（非常勤）

　　竹田　徹氏は、本年４月２日に開催予定の当行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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（２０１２年６月下旬予定）

氏名 新 現

黒崎　民雄 監査役 明治安田生命保険相互会社

専務執行役

山田　善則 退任 常勤監査役

　　黒崎　民雄氏は、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、同氏は、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】

（２０１２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

投資銀行部門長 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

リスク管理グループ担当 グローバルカバレッジ共同ヘッド

兼　アジア・中国業務推進部担当 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

齊藤　肇 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

国内営業部門長

兼　ウェルスマネジメントグループ長

兼　法人グループ長

南谷　健一 取締役副社長 常務執行役員

兼　副社長執行役員 コンプライアンス本部長

監査部担当 兼　法務部、引受審査部担当

揚村　康男 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　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　市場・商品部門長 兼　グローバル市場・商品部門長

兼　リサーチ本部共同本部長 兼　グローバル・リサーチ本部共同本部長

秋吉　茂 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 名古屋支店長

国内営業部門共同部門長

兼　リテールグループ長
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氏名 新 現

幸田　博人 常務執行役員 常務執行役員

総合企画部、事業企画部、経営調査部、 総合企画部、事業企画部、

コーポレート・コミュニケーション部担当 グローバル収益総括室、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、

コーポレート・コミュニケーション部担当

山田　達也 常務執行役員 執行役員

財務・主計グループ長 財務・主計グループ長

兼　情報セキュリティ管理部担当 兼　グローバル収益総括室副担当

薄葉　真哉 常務執行役員 常務執行役員

業務管理本部、ダイレクト推進グループ担当 グローバルリスク管理グループ担当

兼　コーポレートサポート部担当

小林　英文 常務執行役員 ―

リサーチ本部共同本部長

兼　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、

引受審査部、投資業務部担当

清水　良夫 常務執行役員 常務執行役員

グローバル投資銀行ヘッド グローバル投資銀行部門副部門長

兼　ＩＢプロダクツグループ長 兼　投資銀行業務管理部担当

兼　ビジネス開発部、公開引受部担当

島田　秀一 常務執行役員 ―

投資銀行グループ共同グループ長

兼　金融公共グループ長

兼　投資銀行業務管理部担当

宮本　正広 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ共同グループ長 投資銀行グループ

兼　国内営業部門付

久保　浩一 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

兼　アジア営業推進本部付

野沢　勝則 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

兼　アジア営業推進本部付

石﨑　信吾 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 関西・西日本投資銀行グループ長

兼　国内営業部門付

－16－



氏名 新 現

幸　宏 常務執行役員 常務執行役員

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　ソリューション営業グループ担当

兼　市場・商品業務管理部担当 兼　グローバルマーケッツ業務管理部担当

武本　一美 常務執行役員 執行役員

国内営業部門付 第五ブロック長

兼　国内営業管理部、営業指導部担当

武　之弘 常務執行役員 常務執行役員

国内営業部門付 国内営業部門副部門長

兼　大阪支店長 兼　営業本部副本部長

兼　国内営業管理部担当

兼　ダイレクト推進グループ長

加藤　孝明 常務執行役員 常務執行役員

みずほセキュリティーズアジア会長 アジア営業推進本部副本部長

兼　中国委員会委員長

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

藤井　健司 執行役員 執行役員

リスク管理グループ長 グローバルリスク管理グループ長

津村　直美 執行役員 執行役員

コンプライアンス本部長 秘書室、人事部担当

兼　管理部、秘書室、人事部、法務部担当

吉田　格 執行役員 執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

花村　信也 執行役員 執行役員

アドバイザリーグループ長 グローバルアドバイザリーグループ長

浜西　泰人 執行役員 グローバル資本市場グループ長

資本市場グループ長

岸下　義弘 執行役員 高松支店長

国内営業部門付

川口　大吾 執行役員 浜松支店長

国内営業部門付

兼　名古屋支店長

紙野　耕司 執行役員 執行役員

国内営業部門付 第二ブロック長

兼　福岡支店長
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氏名 新 現

石田　和也 執行役員 執行役員

法人グループ副グループ長 京都支店長

山里　和也 執行役員 法人業務管理部長

法人グループ副グループ長 兼　国内営業部門長付コーポレートオフィサー

上野　修二 執行役員 仙台支店長

京都支店長

熊谷　泰治 執行役員 執行役員

ダイレクト推進グループ長 情報セキュリティ管理部長

長﨑　秀樹 退任 　取締役副社長

　兼　副社長執行役員

監査部担当

後藤　修一 退任 常務取締役

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

肥後　泰 退任 常務執行役員

　財務・主計グループ担当

兼　グループ事業部、総務部、

情報セキュリティ管理部担当

播磨　秀樹 退任 常務執行役員

グローバル・リサーチ本部共同本部長

兼　投資業務部担当

岡田　太 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

村中　幸嗣 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

遠藤　恭彦 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

兼　企業推進グループ担当

小泉　哲郎 退任 常務執行役員

金融公共グループ長

木村　真一郎 退任 常務執行役員

大阪支店長

兼　関西法人部担当
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氏名 新 現

平形　光男 退任 常務執行役員

みずほセキュリティーズ・ユーケー

・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

中瀬　美明 退任 執行役員

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

橋詰　豪 退任 執行役員

ＩＢプロダクツグループ長

小島　隆之 退任 執行役員

第一ブロック長

藤原　一幸 退任 執行役員

第三ブロック長

林　鉄雄 退任 執行役員

第四ブロック長

　　南谷 健一、秋吉 茂の両氏は、本年４月１日に開催予定の当社株主総会における新任取締役

　　候補者であります。

（２０１２年６月下旬予定）

氏名 新 現

肥後　泰 常勤監査役 （前掲）

染河　清剛 退任 常勤監査役

　　肥後 泰氏は、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監査役候補者であり

　　ます。
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