
2005年3月2日

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

株式会社みずほホールディングス

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

みずほ証券株式会社

みずほ信託銀行株式会社

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ユーシーカード株式会社

みずほ総合研究所株式会社

みずほ情報総研株式会社

みずほキャピタル株式会社

以上

株式会社みずほフィナンシャルグループ
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【株式会社みずほフィナンシャルグループ】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

浅田　俊一 副社長執行役員 みずほ銀行

内部監査部門長 常務取締役

兼　常務執行役員

　審査部門担当

杉田　義明 常務執行役員 執行役員

IT・システム・事務グループ長 IT・システム・事務グループ長補佐

斎藤　雅之 常務執行役員 みずほ銀行

リスク管理グループ長 執行役員

兼　人事グループ長 経営企画部長

兼　コンプライアンス統括グループ長 兼　システム統合プロジェクト統括ＰＴ審議役

木山　博 執行役員 経営企画部長

経営企画部長

大橋　恵明 執行役員 広報部長

広報部長 兼　ブランド変革ＰＴ長

兼　ブランド変革ＰＴ長

杉浦　哲郎 執行役員 経営企画部付審議役

経営企画部付 みずほ総合研究所上席理事

みずほ総合研究所常務執行役員

鳥居　敬司 取締役 取締役副社長

（代表取締役） （代表取締役）

兼　副社長執行役員

IT・システム・事務グループ長

兼　内部監査部門長

池田　浩一 退任 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

恵島　克芳 退任 執行役員

与信企画部長
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（２００５年６月下旬予定）

氏名 新 現

浅田　俊一 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

岩渕　順一 常勤監査役 みずほコーポレート銀行

管理部長

鳥居　敬司 退任 （前掲）

小原　之夫 退任 常勤監査役

上田　秀美 退任 常勤監査役

　　浅田 俊一氏は、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、岩渕 順一氏は、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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【株式会社みずほホールディングス】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

福田　眞 取締役（非常勤） みずほ証券

取締役副社長

(代表取締役)

大澤　佳雄 退任 取締役（非常勤）

　　福田 眞氏は、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。
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【株式会社みずほ銀行】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

登林　清隆 常務取締役 常勤監査役

兼　常務執行役員

審査部門担当

白石　晴久 常務取締役 執行役員

兼　常務執行役員 システム統合プロジェクト統括ＰＴ長

IT・システムグループ担当

宗岡　恒雄 常務執行役員 執行役員

財務・主計グループ担当 財務企画部長

吉田　卓郎 常務執行役員 執行役員

法人グループ担当 本店長

上野　徹郎 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

市場・ＡＬＭグループ担当 執行役員

営業第一部長

伊藤　薫 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

公共グループ担当 執行役員

兼　支店業務部門担当 名古屋営業部長

西島　信竹 常務執行役員 執行役員

プロダクト部門担当 個人企画部長

兼　法人グループ担当（国際業務部副担当）

恵島　克芳 執行役員 みずほフィナンシャルグループ

本店長 執行役員

与信企画部長

高木　和幸 執行役員 ＩＴ・システム推進部長

ＩＴ・システム推進部長

田代　雅樹 執行役員 審査第一部長

審査第一部長

西名　武彦 執行役員 渋谷中央支店長

築地支店長

山川　寅雄 執行役員 川崎支店長

川崎支店長 兼　川崎中央支店長

兼　川崎中央支店長
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氏名 新 現

中島　弘一 執行役員 Ａ・Ｌ・Ｃソリューション部長

Ａ・Ｌ・Ｃソリューション部長

野上　誠 執行役員 業務部支店業務第二ユニット担当部長

渋谷中央支店長

中田　克己 執行役員 資金証券部長

資金証券部長

斎藤　英秋 執行役員 与信企画部長

与信企画部長

川端　雅一 執行役員 新宿支店長

新宿支店長

吉留　学 執行役員 人事部長

人事部長

佐藤　佳志 執行役員 名古屋中央支店長

名古屋中央支店長 兼　栄町支店長

兼　栄町支店長

吉田　隆一郎 執行役員 業務部支店業務第三ユニット担当部長

業務部支店業務第三ユニット担当部長

石川　宣博 執行役員 法人企画部長

小舟町支店長

三津間　健 執行役員 コンサルティング業務部長

コンサルティング業務部長

松浦　茂 常勤監査役 宝くじ部長

岩渕　順一 監査役 みずほコーポレート銀行

管理部長

常見　泰夫 退任 専務取締役

兼　専務執行役員

ＩＴ・システムグループ担当

浅田　俊一 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

審査部門担当

西田　宜正 退任 常務執行役員

法人グループ担当

渡辺　文夫 退任 常務執行役員

財務・主計グループ担当
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氏名 新 現

柴　洋二郎 退任 常務執行役員

公共グループ担当

兼　支店業務部門担当

佐々木　敏夫 退任 常務執行役員

（３月下旬） 市場・ＡＬＭグループ担当

長嶋　真一郎 退任 常務執行役員

プロダクト部門担当

兼　法人グループ担当（国際業務部副担当）

斎藤　雅之 退任 執行役員

経営企画部長

兼　システム統合プロジェクト統括ＰＴ審議役

箱崎　一彦 退任 執行役員

小舟町支店長

柏原　治樹 退任 執行役員

丸之内支店長

上田　秀美 退任 監査役

　　登林 清隆、白石 晴久の両氏は、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、松浦 茂、岩渕 順一の両氏は、同株主総会における新任監査役候補者であ

　　ります。

－7－



【株式会社みずほコーポレート銀行】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

沖本　隆史 取締役副頭取 常務執行役員

（代表取締役） 営業担当役員

兼　副頭取執行役員

黒田　則正 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 インターナショナルバンキングユニット統括役員

インターナショナルバンキングユニット統括役員

小野　正人 常務執行役員 常務執行役員

プロダクツユニット統括役員 営業担当役員

湯本　一郎 常務執行役員 執行役員

リスク管理グループ統括役員 営業第二部長

兼　人事グループ統括役員

藤原　立嗣 常務執行役員 株式会社オリエントコーポレーション

営業担当役員 常務執行役員

宮本　裕 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 業務管理部長

村山　昌博 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 ローントレーディング部長

永浜　光弘 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 営業第十三部長

川村　融 執行役員 プロジェクトファイナンス部長

プロジェクトファイナンス部長

池田　裕一郎 執行役員 トレーディング部長

トレーディング部長

西　恵正 執行役員 ＡＬＭ部長

ＡＬＭ部長

荒明　治彦 執行役員 みずほ銀行

営業第一部長 事務統括部長

永井　素夫 執行役員 ポートフォリオマネジメント部長

営業第六部長

杉本　素信 執行役員 大阪営業第二部長

大阪営業第二部長
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氏名 新 現

瀬川　章 執行役員 営業第五部長

名古屋営業部長

秋山　聡 執行役員 ディストリビューション部長

ディストリビューション部長

千葉　清一 執行役員 企業推進第一部長

企業推進第一部長

平松　哲郎 執行役員 人事部長

人事部長

永井　幹人 執行役員 営業第九部長

営業第九部長

大西　節 執行役員 営業第十四部長

営業第十四部長

中村　英剛 執行役員 香港支店長

営業第十三部長

辻　肇 常勤監査役 証券部長

木川　真 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

リスク管理グループ統括役員

兼　人事グループ統括役員

木村　始 退任 常務執行役員

営業担当役員

外池　徹 退任 常務執行役員

プロダクツユニット統括役員

高橋　直樹 退任 常務執行役員

営業担当役員

酒井　雅士 退任 執行役員

中国営業推進部長

高野　直人 退任 執行役員

米州営業第一部長

上野　徹郎 退任 執行役員

営業第一部長

中井　元 退任 執行役員

営業第六部長

－9－



氏名 新 現

伊藤　薫 退任 執行役員

名古屋営業部長

宮崎　純一 退任 常勤監査役

　　沖本 隆史、黒田 則正の両氏は、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、辻 肇氏は、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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【みずほ証券株式会社】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

福田　眞 取締役社長 取締役副社長

（代表取締役） （代表取締役）

横尾　敬介 取締役副社長 常務執行役員

（代表取締役） 経営企画グループ長

中井　元 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

経営企画グループ長 執行役員

営業第六部長

治徳　忠 常務執行役員 業務管理グループ　副グループ長

業務管理グループ長

竹田　進亮 常務執行役員 常務執行役員

ＩＴグループ長 業務管理グループ長

酒井　雅士 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

投資銀行グループ長 執行役員

中国営業推進部長

伊豫田　敏也 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

アドバイザリー第一グループ長 営業第十八部長

杉井　浩一郎 常務執行役員 プロダクツプロモーショングループ長

プロダクツプロモーショングループ長

高野　直人 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

国際営業推進グループ準備室長 執行役員

米州営業第一部長

大澤　佳雄 取締役 取締役社長

（代表取締役）

小松　義秀 退任 常務執行役員

投資銀行グループ長

井上　誠一郎 退任 常務執行役員

アドバイザリー第一グループ長

相宅　信夫 退任 常務執行役員

みずほインターナショナル社長

　　横尾 敬介氏は、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。
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（２００５年６月下旬予定）

氏名 新 現

大澤　佳雄 退任 （前掲）
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【みずほ信託銀行株式会社】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

内藤  秀彦 取締役副社長 取締役副社長

（代表取締役） （代表取締役）

兼　副社長執行役員 兼　副社長執行役員

業務執行統括補佐 業務執行統括補佐

秘書室、人事部、 法務・コンプライアンス部担当

コンプライアンス統括部担当

馬場　千晴 取締役副社長 専務取締役

（代表取締役） 兼　専務執行役員

兼　副社長執行役員 業務執行統括補佐

業務執行統括補佐 総合リスク管理部担当

管理部、総合リスク管理部、法務部担当

小寺  義信 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

本店営業第一部、本店営業第二部、 人事部、管理部、本店営業第一部、

法人営業部、年金営業第一部、 本店営業第二部、本店営業第三部、

本店個人ブロック担当 本店アパ－トロ－ン営業部

法人営業部担当

前田  仁 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

経営企画部、ＩＴ・システム統括部、 経営企画部、財務企画部、事務統括部、

事務統括部、事務サ－ビス部、 事務サ－ビス部、集中事務部、

資産金融サ－ビス部、東京南ブロック、支店担当 資産金融サ－ビス部担当

遠山  光良 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

不動産ユニット担当 不動産本部長

加藤  文男 常務執行役員 常務執行役員

受託業務ユニット担当 大阪支店長

中村  俊一 常務執行役員 常務執行役員

コ－ポレ－トビジネスユニット担当 証券代行本部長

大場  昭義 常務執行役員 常務執行役員

運用ユニット担当 運用本部長
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氏名 新 現

相原  誠 常務執行役員 常務執行役員

本店営業第三部、本店営業第四部、 信託ファンド企画部、資金証券部、

大阪証券代行部、年金営業第二部、 本店営業第四部、本店営業第五部担当

年金営業第三部、大阪年金営業部、支店担当

有馬　康之 常務執行役員 執行役員

プライベートバンキングユニット 与信企画部、審査部、信託審査部

業務統括部、コンサルティング部担当 企業部、プロジェクト推進部担当

丸森  英助 常務執行役員 執行役員

資金証券部長 資金証券部長

証券業務部、資金証券部担当

青木  孝俊 執行役員 執行役員

年金数理部長 受託業務本部副本部長

白川  政明 執行役員 執行役員

東京西ブロック、支店担当 資産金融本部長

中西　稔 執行役員 不動産本部副本部長

大阪支店長 兼　不動産営業第二部長

古屋　直樹 執行役員 みずほ銀行

与信企画部、審査部 審査第二部長

プロジェクト推進部担当

菅原　宏之 執行役員 本店個人ブロック長

本店個人ブロック長 兼　本店営業第一部長

兼　本店営業部長

魚本　康 執行役員 法人企画部長

名古屋支店長

青柳　裕史 執行役員 みずほ銀行

ＩＴ・システム統括部長 ＩＴ・システム推進部審議役

長谷川　啓一 執行役員 名古屋支店長

事務統括部長

田川　誠 執行役員 本店営業第二部長

業務統括部長

武部　頼明 執行役員 不動産企画部長

不動産企画部長
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氏名 新 現

平山　信次 退任 専務取締役

兼　専務執行役員

営業統括本部長

投資金融部、コンサルティング部担当

小川　俊夫 退任 常務執行役員

受託業務本部長

佐々木　政治 退任 執行役員

年金サービス本部長

兼　年金数理部長

兼　年金数理人室長

小西　勇二 退任 執行役員

ＩＴ・システム統括部長

ＩＴ・システム統括部担当

板垣　彰 退任 執行役員

総合リスク管理部長

菊本　直孝 退任 執行役員

営業統括本部副本部長

兼　営業統括部長

川口　章 退任 執行役員

審議役

（東京情報センター(株)出向）

山田　栄作 退任 執行役員

証券代行本部副本部長

兼　証券代行企画部長

（２００５年６月下旬予定）

氏名 新 現

有馬　康之 常務取締役 （前掲）

兼　常務執行役員

プライベートバンキングユニット

業務統括部、コンサルティング部担当

　　有馬 康之氏は、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

　　あります。

－15－



【第一勧業アセットマネジメント株式会社】

（２００５年６月下旬予定）

氏名 新 現

外池　徹 取締役社長 みずほコーポレート銀行

（代表取締役） 常務執行役員

プロダクツユニット統括役員

畠中　實 退任 取締役社長

（代表取締役）

　　外池 徹氏は、本年６月下旬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。

－16－



【ユーシーカード株式会社】

（２００５年４月下旬予定）

氏名 新 現

井上　誠一郎 専務取締役 みずほ証券

常務執行役員

アドバイザリー第一グループ長

河田　潤 退任 専務取締役

（４月１日付）

森信　等 退任 専務取締役

　　井上 誠一郎氏は、本年４月下旬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。

－17－



【みずほ総合研究所株式会社】

（２００５年３月下旬予定）

氏名 新 現

荒牧　幹人 退任 専務執行役員

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

倉重　喜芳 専務執行役員 株式会社オリエントコーポレーション

専務執行役員

池田　浩一 専務執行役員 みずほフィナンシャルグループ

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

杉浦　哲郎 常務執行役員 上席理事

中村　和夫 退任 専務執行役員

－18－



【みずほ情報総研株式会社】

（２００５年４月１日付）

氏名 新 現

浅田　俊一 取締役（非常勤） みずほ銀行

兼　みずほフィナンシャルグループ 常務取締役

副社長執行役員 兼　常務執行役員

内部監査部門長 審査部門担当

平山　信次 専務執行役員 みずほ信託銀行

専務取締役

兼　専務執行役員

小西　勇二 常務執行役員 みずほ信託銀行

執行役員

ＩＴ・システム統括部長

宗　誠徳 退任 常務執行役員

佐久間　信一 退任 常務執行役員

　　浅田 俊一氏は、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。

（２００５年６月下旬予定）

氏名 新 現

小原　之夫 取締役社長 みずほフィナンシャルグループ

（代表取締役） 常勤監査役

鳥居　敬司 取締役副社長 取締役（非常勤）

（代表取締役） 兼　みずほフィナンシャルグループ

取締役副社長

兼　副社長執行役員

ＩＴ・システム・事務グループ長

兼　内部監査部門長

平山　信次 専務取締役 （前掲）

高木　和幸 専務取締役 （前掲）

－19－



氏名 新 現

安念　満 退任 取締役社長

（代表取締役）

筒井　真人 退任 取締役副社長

（代表取締役）

筧　修治 退任 専務取締役

中津川　忠正 退任 専務取締役

　　小原 之夫、平山 信次、高木 和幸の３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ます。

－20－



【みずほキャピタル株式会社】

（２００５年３月下旬予定）

氏名 新 現

佐々木　敏夫 専務取締役 みずほ銀行

常務執行役員

市場・ＡＬＭグループ担当

浅岡　光勝 退任 専務取締役

（２月２８日付）

　　佐々木 敏夫氏は、本年３月下旬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。

－21－


