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株式会社みずほフィナンシャルグループ

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

みずほ証券株式会社

株式会社みずほフィナンシャルストラテジー

みずほキャピタル株式会社

以上
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【株式会社みずほフィナンシャルグループ】

（２００６年６月下旬予定）

氏名 新 現

関　正弘 監査役 公認会計士

ＮＰＯ法人 国際会計教育協会 会長

長谷川　俊明 退任 監査役

　　関 正弘氏は、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。なお、関 正弘氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第１

　　８条第１項に定める社外監査役候補者であります。
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【株式会社みずほ銀行】

（２００６年３月３１日付）

氏名 新 現

町田　充 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 企画グループ担当

企画グループ担当

喜多野　利和 取締役副頭取 みずほコーポレート銀行

（代表取締役） 常務取締役

兼　副頭取執行役員 兼　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

兼　ＩＴ・システムグループ統括役員

野中　隆史 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 個人グループ担当

個人グループ担当

斎藤　英秋 常務取締役 執行役員

兼　常務執行役員 与信企画部長

リスク管理グループ担当

兼　人事グループ担当

兼　コンプライアンス統括グループ副担当

小野　正人 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

支店業務部門担当 常務執行役員

プロダクツユニット統括役員

西名　武彦 常務執行役員 執行役員

支店業務部門担当 築地支店長

吉留　学 常務執行役員 執行役員

支店業務部門担当 人事部長

松谷　東一郎 常勤監査役 みずほビジネスサービス

代表取締役社長

野﨑　幸雄 監査役 みずほフィナンシャルグループ

兼　みずほフィナンシャルグループ 監査役

監査役 兼　みずほコーポレート銀行

兼　みずほコーポレート銀行 監査役

監査役

－3－



氏名 新 現

阿部　勗　 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

西浦　三郎 退任 取締役副頭取

（３月３０日付） （代表取締役）

兼　副頭取執行役員

成川　哲夫 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

リスク管理グループ担当

兼　人事グループ担当

兼　コンプライアンス統括グループ副担当

東　聖高 退任 常務執行役員

支店業務部門担当

猿田　明里 退任 常務執行役員

（３月２９日付） 支店業務部門担当

山上　純一 退任 常務執行役員

支店業務部門担当

佐藤　隆 退任 執行役員

新橋支店長

恵島　克芳 退任 執行役員

本店長

中島　弘一 退任 執行役員

Ａ・Ｌ・Ｃソリューション部長

佐藤　佳志 退任 執行役員

名古屋中央支店長

中　伸好 退任 常勤監査役

岩渕　順一 退任 監査役

　　喜多野 利和、野中 隆史および斎藤 英秋の３氏は、本年３月３１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、松谷 東一郎、野﨑 幸雄の両氏は、同株主総会にお

　　ける新任監査役候補者であります。なお、野﨑 幸雄氏は、株式会社の監査等に関する商法

　　の特例に関する法律第１８条第１項に定める社外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】

（２００６年３月３１日付）

氏名 新 現

塚本　隆史 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 欧州地域統括役員

企画グループ統括役員

兼　財務・主計グループ統括役員

佐藤　康博 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 営業担当役員

コーポレートバンキングユニット統括役員

中島　敬雄 常務執行役員 常務執行役員

グローバルマーケットユニット統括役員 金融・公共法人ユニット統括役員

兼　市場・ＡＬＭユニット統括役員

田中　愼一郎 常務執行役員 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 トランザクションバンキングユニット統括役員

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

兼　事務グループ統括役員 兼　市場・ＡＬＭユニット副担当役員

藤岡　正男 常務執行役員 常務執行役員

リスク管理グループ統括役員 営業担当役員

兼　人事グループ統括役員

蓑田　秀策 常務執行役員 常務執行役員

グローバルシンジケーションユニット統括役員 コンプライアンス統括グループ統括役員

兼　グローバルプロダクツユニット統括役員 兼　シンジケーションビジネスユニット統括役員

山本　茂 常務執行役員 常務執行役員

グローバルポートフォリオマネジメント 企業ビジネスユニット統括役員

ユニット統括役員 兼　審査統括役員

兼　金融・公共法人ビジネスユニット統括役員

兼　企業ビジネスユニット統括役員

永浜　光弘 常務執行役員 常務執行役員

米州地域統括役員 営業担当役員

川村　融 常務執行役員 執行役員

欧州地域統括役員 プロジェクトファイナンス部長

佐藤　隆 常務執行役員 みずほ銀行

営業担当役員 執行役員

新橋支店長
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氏名 新 現

恵島　克芳 常務執行役員 みずほ銀行

コンプライアンス統括グループ統括役員 執行役員

兼　審査グループ統括役員 本店長

土屋　光章 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 秘書室長

佐藤　佳志 常務執行役員 みずほ銀行

営業担当役員 執行役員

名古屋中央支店長

花井　健 常務執行役員 執行役員

アジア地域統括役員 上海支店長

兼　上海支店長

平形　光男 常勤監査役 コンプライアンス統括部長

長谷川　俊明 監査役 みずほフィナンシャルグループ

兼　みずほフィナンシャルグループ 監査役

監査役 兼　みずほ銀行

兼　みずほ銀行 監査役

監査役 兼　みずほフィナンシャルストラテジー

兼　みずほフィナンシャルストラテジー 監査役

監査役

喜多野　利和 退任 常務取締役

兼　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

兼　ＩＴ・システムグループ統括役員

佐子　希人 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　財務・主計グループ統括役員

長門　正貢 退任 常務執行役員

米州地域統括役員

宮崎　泰史 退任 常務執行役員

アジア地域統括役員

小野　正人 退任 常務執行役員

プロダクツユニット統括役員
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氏名 新 現

湯本　一郎 退任 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

池田　裕一郎 退任 執行役員

トレーディング部長

辻　肇 退任 常勤監査役

杉田　義明 退任 監査役

　　塚本 隆史、佐藤 康博の両氏は、本年３月３１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、平形 光男、長谷川 俊明の両氏は、同株主総会における新任監査役

　　候補者であります。なお、長谷川 俊明氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関す

　　る法律第１８条第１項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】

（２００６年３月３１日付）

氏名 新 現

池田　裕史 常務執行役員 シンジケーショングループ長

投資銀行グループ長

中島　弘一 常務執行役員 みずほ銀行

アドバイザリーグループ副グループ長 執行役員

Ａ・Ｌ・Ｃソリューション部長

尾越　忠夫 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

アドバイザリーグループ副グループ長 業務監査部長

杉井　浩一郎 常務執行役員 常務執行役員

エクイティグループ共同グループ長 エクイティグループ長

兼　プロダクツプロモーショングループ長

松浦　崇久 常務執行役員 常務執行役員

エクイティグループ共同グループ長 みずほインターナショナル

Managing Director
伊藤　直紀 常務執行役員 常務執行役員

プロダクツプロモーショングループ長 市場営業グループ長

池田　裕一郎 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長 執行役員

トレーディング部長

平山　信次 監査役 みずほ情報総研

専務取締役

酒井　雅士 退任 常務執行役員

投資銀行グループ長

千葉　禎美 退任 常務執行役員

アドバイザリーグループ副グループ長

高野　直人 退任 常務執行役員

（３月下旬） 国際営業推進グループ長

谷　充史 退任 常務執行役員

米国みずほ証券社長

玉置　美一 退任 監査役

　　平山 信次氏は、本年３月３１日に開催予定の当社株主総会における新任監査役候補者で

　　あります。なお、平山 信次氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第

　　１８条第１項に定める社外監査役候補者であります。
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（２００６年５月１日付）

氏名 新 現

松井　憲爾 常務取締役 新光証券株式会社

兼　常務執行役員 常任監査役

　　松井 憲爾氏は、本年３月３１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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【株式会社みずほフィナンシャルストラテジー】

（２００６年３月３１日付）

氏名 新 現

角谷　正彦 監査役 みずほフィナンシャルグループ

兼　みずほフィナンシャルグループ 監査役

監査役 兼　みずほ証券

兼　みずほ証券 監査役

監査役

杉田　義明 退任 監査役

　　角谷 正彦氏は、本年３月３１日に開催予定の当社株主総会における新任監査役候補者であ

　　ります。なお、角谷 正彦氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第１８

　　条第１項に定める社外監査役候補者であります。
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【みずほキャピタル株式会社】

（２００６年３月下旬）

氏名 新 現

高野　直人 専務取締役 みずほ証券

常務執行役員

国際営業推進グループ長

佐々木　敏夫 退任 専務取締役

　　高野 直人氏は、本年３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。
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