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２０１９年３月１１日 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 

役員異動のお知らせ 

以下のみずほフィナンシャルグループ各社の役員異動（委嘱の変更等を含む）につきまして、

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 

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】 

 

１． 取締役 

（１） 取締役候補者 

（本年６月に開催予定の当社定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に付議予定） 

坂井 辰史※ （重任）  

石井 哲※ （新任）  

若林 資典※ （新任）  

江原 弘晃※ （新任）  

梅宮 真※ （重任）  

佐藤 康博 （重任）  

平間 久顕 （新任）  

小杉 雅弘 （新任）  

関 哲夫 （重任・社外取締役）  

甲斐中 辰夫 （重任・社外取締役）  

阿部 紘武 （重任・社外取締役）  

山本 正已 （新任・社外取締役）  

大田 弘子 （重任・社外取締役）  

小林 いずみ （重任・社外取締役）  

計 １４名 

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する取締役候補者です。 

 

（２） 退任予定取締役  

（２０１９年４月１日付） 

西山 隆憲      （現 取締役兼執行役常務） 

柴田 保之      （現 取締役兼執行役常務） 

 

 

（２０１９年６月下旬予定） 

菊地 比左志   （現 取締役兼執行役常務） 

綾 隆介        （現 取締役） 

船木 信克      （現 取締役） 

川村 隆        （現 社外取締役） 
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（３） 取締役会議長 （本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定） 

取締役会議長候補者 

  大田 弘子 

 

 

（４） 委員会の構成 （本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定） 

指名委員会 

委員長 甲斐中 辰夫 （社外取締役） 

委員 関 哲夫 （社外取締役） 

委員 山本 正已 （社外取締役） 

委員 大田 弘子 （社外取締役） 

委員       小林 いずみ   （社外取締役） 

 

報酬委員会 

委員長 山本 正已 （社外取締役） 

委員 関 哲夫 （社外取締役） 

委員 甲斐中 辰夫 （社外取締役） 

委員 阿部 紘武 （社外取締役） 

 

監査委員会 

委員長 関 哲夫 （社外取締役）  

委員 甲斐中 辰夫 （社外取締役） 

委員 阿部 紘武 （社外取締役） 

委員 平間 久顕 

委員 小杉 雅弘 

 

リスク委員会 （任意委員会） 

委員長 平間 久顕 

委員 小林 いずみ （社外取締役） 

委員 川北 英隆 （外部専門家） 

 (注) 川北 英隆氏は、当社取締役会にて選定された外部の専門家です。 
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（５） 新任取締役候補者の略歴 

 

 ｲｼｲ ｻﾄｼ      

氏 名 石井 哲 （ 1963年 9月 1日 生 ）  

学 歴 1986年 3月 一橋大学経済学部 卒業  

経 歴 1986年 4月  入社  

 2014年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員取締役会

室長 

株式会社みずほ銀行 執行役員取締役会室長 

 2015年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務人事グ

ループ長 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員人事グループ長 

 2017年 4月  株式会社みずほ銀行 専務執行役員営業統括兼営業部店担

当役員(現職） 

 2019年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役専務デジタ

ルイノベーション担当役員兼ＩＴ・システムグループ長兼事務グ

ループ長（予定） 

株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員デジタルイノベーショ

ン部担当役員兼ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長

（予定） 

 

 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾉﾘ      

氏 名 若林 資典 （ 1964年 8月 13日 生 ）  

学 歴 1987年 3月 京都大学法学部 卒業  

経 歴 1987年 4月  入社  

 2013年 4月  株式会社みずほ銀行 産業調査部長 

株式会社みずほコーポレート銀行 産業調査部長 

 2015年 4月  株式会社みずほ銀行 執行役員産業調査部長 

 2016年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員リサ

ーチ＆コンサルティングユニット副担当役員 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員リサーチ＆コンサルティ

ングユニット長兼営業部店担当役員 

 2018年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務リサー

チ＆コンサルティングユニット長(現職） 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員リサーチ＆コンサルティ

ングユニット長(現職） 

 2019年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務リサー

チ＆コンサルティングユニット長兼リスク管理グループ長(予

定） 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員リサーチ＆コンサルティ

ングユニット長兼リスク管理グループ長(予定） 

みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員リスク管理グループ

長(予定） 
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 ｴﾊﾗ ﾋﾛｱｷ      

氏 名 江原 弘晃 （ 1965年 2月 5日 生 ）  

学 歴 1987年 3月 新潟大学法学部 卒業  

経 歴 1987年 4月  入社  

 2013年 4月  みずほ信託銀行株式会社 札幌支店長 

 2015年 4月  同 執行役員信託総合営業第六部長 

 2016年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員人事

グループ副担当役員兼内部監査グループ副担当役員(現職） 

みずほ信託銀行株式会社 常務取締役兼常務執行役員人事

グループ長兼内部監査グループ長(現職） 

 2019年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務人事グ

ループ長(予定） 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員人事グループ長(予定） 

みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員人事グループ長(予

定） 

 

 ﾋﾗﾏ ﾋｻｱｷ      

氏 名 平間 久顕 （ 1962年 12 月 26日 生 ）  

学 歴 1986年 3月 東京大学経済学部 卒業  

経 歴 1986年 4月  入社  

 2014年 4月  株式会社みずほ銀行 執行役員丸の内中央支店丸の内中央

第一部長 

 2015年 4月  同 執行役員名古屋営業部長 

 2017年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員内部

監査グループ副担当役員(現職） 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員内部監査グループ長(現

職） 

 2019年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 

(予定） 

 

 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ      

氏 名 小杉 雅弘 （ 1965年 7月 4日 生 ）  

学 歴 1989年 3月 早稲田大学法学部 卒業  

経 歴 1989年 4月  入社  

 2014年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ ポートフォリオマネ

ジメント部長 

株式会社みずほ銀行 ポートフォリオマネジメント部長 

 2016年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 主計部長 

株式会社みずほ銀行 主計部長 

 2018年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員主計部長

(現職） 

株式会社みずほ銀行 執行役員主計部長(現職） 

 2019年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 

(予定） 
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 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ      

氏 名 山本 正已 （ 1954年 1月 11日 生 ）  

学 歴 1976年 3月 九州大学工学部 卒業  

経 歴 1976年 4月  富士通株式会社 入社  

 2004年 6月  同 パーソナルビジネス本部副本部長 

 2005年 6月  同 経営執行役※ 

 2007年 6月  同 経営執行役※常務 

 2010年 1月  同 執行役員副社長 

 2010年 4月  同 執行役員社長 

 2010年 6月  同 代表取締役社長 

 2015年 6月  同 代表取締役会長 

 2017年 6月  同 取締役会長(現職） 

JFEホールディングス株式会社 社外取締役（現職） 

※  経営執行役：2009年 6月より「執行役員」に呼称変更 
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２． 執行役、執行役員および専門役員の異動 

（２０１９年４月１日付） 

氏名 新 現 

加藤 純一 
執行役専務 

(代表執行役) 
グローバルマーケッツカンパニー長 執行役専務 グローバルマーケッツカンパニー長 

石井 哲 執行役専務 

デジタルイノベーション担当役員 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

   －  

大塚 雅広 執行役専務 リテール・事業法人カンパニー長    －  

若林 資典※１ 

執行役常務 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

執行役常務 
リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

※１ みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長を兼職予定（２０１９年６月予定の同社定時株主総会後）。 

藤城 豪二 執行役常務 
アセットマネジメントカンパニー長 

兼 グローバルプロダクツユニット長 
執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 

小嶋 修司 執行役常務 コンプライアンス統括グループ長 執行役常務 人事グループ長 

江原 弘晃 執行役常務 人事グループ長 常務執行役員 
人事グループ副担当役員 

兼 内部監査グループ副担当役員 

岡部 俊胤 
副会長執行役

員 
特命事項担当役員 

執行役副社長

(代表執行役) 
リテール・事業法人カンパニー長 

安部 大作 
副会長執行役

員 

内部監査グループ長 

兼 特命事項担当役員 
執行役副社長 

ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

福家 尚文 専務執行役員 
リテール・事業法人カンパニー副カン

パニー長 
常務執行役員 

リテール・事業法人カンパニー副担当

役員 

有田 浩士 常務執行役員 事務グループ副グループ長 常務執行役員 事務グループ副担当役員 

米井 公治 常務執行役員 
ＩＴ・システムグループ副グループ長 

兼 システム推進部長 
常務執行役員 

ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 システム推進部長 

吉原 昌利 常務執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副カ

ンパニー長 
常務執行役員 

グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 
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氏名 新 現 

江川 敏郎 常務執行役員 
リテール・事業法人カンパニー特定業

務担当役員 
常務執行役員 

リテール・事業法人カンパニー副担当

役員 

向井 英伸 常務執行役員 

リテール・事業法人カンパニー特定業

務担当役員 

兼 副デジタルイノベーション担当役

員 

常務執行役員 
リテール・事業法人カンパニー特定業

務担当役員 

望月 昭人 常務執行役員 内部監査グループ副担当役員 常務執行役員 企画グループ特定分野担当役員 

向井 康眞※２ 

常務執行役員 
ＩＴ・システムグループ特定業務担当

役員 
専門役員 ＩＴ・システムグループ長付審議役 

※２ ２０１９年４月１日付にてみずほ情報総研株式会社 代表取締役社長を兼職。 

菅原 正幸※3 

常務執行役員 東アジア地域本部長    －  

※３ みずほ銀行（中国）有限公司（董事長）に就任予定（関係当局の許認可取得後）。 

飯島 弘行 常務執行役員 
リテール・事業法人カンパニー特定業

務担当役員 
執行役員 リテール・事業法人業務部長 

高橋 直人 常務執行役員 

企画グループ特定業務担当役員 

兼 次期システムプロジェクト統括ＰＴ

長 

兼 企画グループ副担当役員 

兼 財務・主計グループ副担当役員 

常務執行役員 

企画グループ特定分野担当役員 

兼 次期システムプロジェクト統括ＰＴ

長 

板橋 宏 常務執行役員 
大企業・金融・公共法人カンパニー副

担当役員 
常務執行役員 

大企業・金融・公共法人カンパニー副

担当役員 

兼 デジタルイノベーション副担当役

員 

金丸 昌雄 常務執行役員 

グローバルコーポレートカンパニー副

担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副

担当役員 

常務執行役員 

グローバルコーポレートカンパニー副

担当役員 

兼 グローバルマーケッツカンパニー

副担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副

担当役員 

村上 卓生 常務執行役員 
アセットマネジメントカンパニー副担

当役員 
   －  
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氏名 新 現 

高橋 敦 常務執行役員 

財務・主計グループ副担当役員 

兼 ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 

常務執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 

金森 裕三 常務執行役員 

グローバルコーポレートカンパニー副

担当役員 

兼 企画グループ副担当役員 

常務執行役員 

グローバルコーポレートカンパニー副

担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副

担当役員 

兼 デジタルイノベーション副担当役

員 

兼 企画グループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 

浜西 泰人 常務執行役員 

大企業・金融・公共法人カンパニー副

担当役員 

兼 グローバルコーポレートカンパニ

ー副担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副

担当役員 

常務執行役員 

グローバルコーポレートカンパニー副

担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副

担当役員 

芝田 康弘 常務執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 
   －  

清水 英嗣 執行役員 事務企画部長 執行役員 チャネル戦略部長 

艸薙 望 執行役員 
アセットマネジメントカンパニー副カン

パニー長 
執行役員 アセットマネジメント業務部長 

牛窪 恭彦※４ 

執行役員 
リサーチ＆コンサルティングユニット

副ユニット長 
   －  

※４ ２０１９年４月１日付にてみずほ総合研究所株式会社 専務執行役員を兼職。 

輿水 賢哉 執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 
   －  

田嶋 史雄 執行役員 グローバルプロダクツ業務部長    －  

浅井 覚 執行役員 
財務・主計グループ副グループ長 

兼 人事グループ副グループ長 
   －  

高橋 達浩 執行役員 ＩＴ・システム企画部長    － ＩＴ・システム企画部長 
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氏名 新 現 

米田 聖 執行役員 営業店業務部長    － 営業店業務部審議役 

阿久津 哲也 執行役員 グローバルコーポレート業務部長    －  

諏訪部 伸吾

※５ 

執行役員 
IT・システムグループ特定業務担当

役員 
   － ＩＴ・システム企画部副部長 

※５ ２０１９年４月１日付にてみずほ情報総研株式会社 専務取締役を兼職予定。 

猪股 尚志 執行役員 特命事項担当役員    － アジア・オセアニア業務部長 

内村 裕也 執行役員 与信企画部長    － 与信企画部長 

松原 真 執行役員 グローバル人事業務部長    － 企画管理部長 

上ノ山 信宏 執行役員 取締役会室長    － 取締役会室長 

石坂 淳 執行役員 
コーポレート・インスティテューショナ

ル業務部長 
   －  

矢ケ部 章二 執行役員 
ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 
   －  

眞武 伸哉 執行役員 
リテール・事業法人カンパニー副担当

役員 
   －  

赤坂 学 執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 
   －  

千石 康人 執行役員 内部監査グループ副担当役員    －  

西山 隆憲 退任  
取締役兼執行

役常務 
コンプライアンス統括グループ長 

柴田 保之 退任  
取締役兼執行

役常務 
リスク管理グループ長 

本橋 克宣 退任  執行役専務 アセットマネジメントカンパニー長 
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氏名 新 現 

野村 勉 退任  執行役常務 内部監査グループ長 

渡辺 毅 退任  専務執行役員 特定分野担当役員 

山田 大介 退任  専務執行役員 デジタルイノベーション担当役員 

中村 春貴 退任  常務執行役員 ＩＴ・システムグループ副担当役員 

浅野 眞吾 退任  常務執行役員 
リテール・事業法人カンパニー特定業

務担当役員 

安原 貴彦 退任 みずほ銀行 取締役副頭取 就任 常務執行役員 東アジア地域本部長 

平間 久顕 退任 

みずほフィナンシャルグループ 

取締役 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

常務執行役員 内部監査グループ副担当役員 

柴田 利喜 退任  常務執行役員 
グローバルマーケッツカンパニー副

担当役員 

澤 和久 退任  常務執行役員 

企画グループ副担当役員 

兼 財務・主計グループ副担当役員 

兼 ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 

祖父江 敏雄 退任  常務執行役員 

リスク管理グループ副担当役員 

兼 コンプライアンス統括グループ副

担当役員 

坂東 嘉人 退任  常務執行役員 
アセットマネジメントカンパニー副担

当役員 

町長 直幸 退任  常務執行役員 
リサーチ＆コンサルティングユニット

副担当役員 

廣田 俊夫 退任  常務執行役員 
大企業・金融・公共法人カンパニー副

担当役員 

山田 達也 退任  常務執行役員 
財務・主計グループ副担当役員 

兼 ＩＴ・システムグループ副担当役員 
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氏名 新 現 

川嶋 秀行 退任 

みずほ証券  

取締役（監査等委員） 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

常務執行役員 内部監査グループ副担当役員 

加藤 朝史 退任  執行役員 ＩＴ・システムグループ長付審議役 

宇田 真也 退任 みずほ銀行 留任 執行役員 グローバル人事業務部長 

小杉 雅弘 退任 

みずほフィナンシャルグループ  

取締役 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

執行役員 主計部長 

加藤 昌彦 退任  専門役員 ＩＴ・システムグループ長付審議役 

 

 

（２０１９年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

石井 哲 
取締役 

兼執行役専務 

デジタルイノベーション担当役員 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

（前掲）  

若林 資典 
取締役 

兼執行役常務 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

（前掲）  

江原 弘晃 
取締役 

兼執行役常務 
人事グループ長 （前掲）  

菊地 比左志 執行役常務 企画グループ長 
取締役 

兼執行役常務 
企画グループ長 
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（新任代表執行役の略歴） 

 

 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ      

氏 名 加藤 純一 （ 1957年 7月 30日 生 ）  

学 歴 1980年 3月 東京大学法学部 卒業  

経 歴 1980年 4月  入社  

 2008年 4月  みずほ証券株式会社 執行役員（スイスみずほ銀行へ社長と

して派遣） 

 2009年 4月  株式会社みずほ銀行 常務執行役員 

 2012年 4月  同 常務執行役員 市場ユニット副担当役員 

   株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 市場ユニッ

ト副担当役員 

 2014年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 市場

ユニット長（2014 年 6月より執行役常務） 

株式会社みずほ銀行 常務執行役員 市場ユニット長 

 2016年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役専務 グロー

バルマーケッツカンパニー長(現職） 
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３． ４月１日付の執行役および執行役員の一覧表 

 

執行役 
   

執行役社長 

（代表執行役）＊ 
坂井 辰史   

執行役専務 

（代表執行役） 
加藤 純一 グローバルマーケッツカンパニー長 

執行役専務 石井 哲 

デジタルイノベーション担当役員 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

執行役専務 中村 昭 大企業・金融・公共法人カンパニー長 

執行役専務 今井 誠司 グローバルコーポレートカンパニー長 

執行役専務 大塚 雅広 リテール・事業法人カンパニー長 

執行役常務 若林 資典 
リサーチ＆コンサルティングユニット長 

兼 リスク管理グループ長 

執行役常務 藤城 豪二 
アセットマネジメントカンパニー長 

兼 グローバルプロダクツユニット長 

執行役常務 小嶋 修司 コンプライアンス統括グループ長 

執行役常務 江原 弘晃 人事グループ長 

執行役常務＊ 梅宮 真 財務・主計グループ長 

執行役常務＊ 菊地 比左志 企画グループ長 

（注） ＊印が付された者は、取締役を兼務する執行役です。 

 

執行役員 

副会長執行役員 岡部 俊胤 特命事項担当役員 

副会長執行役員 安部 大作 
内部監査グループ長 

兼 特命事項担当役員 

副社長執行役員 宮崎 智史 西日本地区担当役員 

専務執行役員 寺本 禎治 米州地域本部長 

専務執行役員 福家 尚文 リテール・事業法人カンパニー副カンパニー長 

常務執行役員 有田 浩士 事務グループ副グループ長 

常務執行役員 米井 公治 
ＩＴ・システムグループ副グループ長 

兼 システム推進部長 

常務執行役員 吉原 昌利 グローバルマーケッツカンパニー副カンパニー長 

常務執行役員 江川 敏郎 リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員 

常務執行役員 永峰 宏司 欧州地域本部長 

常務執行役員 向井 英伸 
リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員 

兼 副デジタルイノベーション担当役員 
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常務執行役員 武 英克 アジア・オセアニア地域本部長 

常務執行役員 望月 昭人 内部監査グループ副担当役員 

常務執行役員 向井 康眞 ＩＴ・システムグループ特定業務担当役員 

常務執行役員 菅原 正幸 東アジア地域本部長 

常務執行役員 飯島 弘行 リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員 

常務執行役員 高橋 直人 

企画グループ特定業務担当役員 

兼 次期システムプロジェクト統括ＰＴ長 

兼 企画グループ副担当役員 

兼 財務・主計グループ副担当役員 

常務執行役員 斉藤 啓介 グローバルプロダクツユニット副担当役員 

常務執行役員 板橋 宏 大企業・金融・公共法人カンパニー副担当役員 

常務執行役員 金丸 昌雄 
グローバルコーポレートカンパニー副担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副担当役員 

常務執行役員 梅田 圭 グローバルプロダクツユニット副担当役員 

常務執行役員 村上 卓生 アセットマネジメントカンパニー副担当役員 

常務執行役員 高橋 敦 

財務・主計グループ副担当役員 

兼 ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 

常務執行役員 大石 正弥 アセットマネジメントカンパニー副担当役員 

常務執行役員 金森 裕三 
グローバルコーポレートカンパニー副担当役員 

兼 企画グループ副担当役員 

常務執行役員 浜西 泰人 

大企業・金融・公共法人カンパニー副担当役員 

兼 グローバルコーポレートカンパニー副担当役員 

兼 グローバルプロダクツユニット副担当役員 

常務執行役員 熊谷 泰治 コンプライアンス統括グループ副担当役員 

常務執行役員 藤井 健司 
リサーチ＆コンサルティングユニット副担当役員 

兼 リスク管理グループ副担当役員 

常務執行役員 眞武 尚史 人事グループ副担当役員 

常務執行役員 芝田 康弘 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 

執行役員 清水 英嗣 事務企画部長 

執行役員 艸薙 望 アセットマネジメントカンパニー副カンパニー長 

執行役員 牛窪 恭彦 リサーチ＆コンサルティングユニット副ユニット長 

執行役員 高田 政臣 秘書室長 

執行役員 輿水 賢哉 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 

執行役員 田嶋 史雄 グローバルプロダクツ業務部長 

執行役員 浅井 覚 
財務・主計グループ副グループ長 

兼 人事グループ副グループ長 

執行役員 高橋 達浩 ＩＴ・システム企画部長 
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執行役員 米田 聖 営業店業務部長 

執行役員 阿久津 哲也 グローバルコーポレート業務部長 

執行役員 諏訪部 伸吾 ＩＴ・システムグループ特定業務担当役員 

執行役員 猪股 尚志 特命事項担当役員 

執行役員 内村 裕也 与信企画部長 

執行役員 松原 真 グローバル人事業務部長 

執行役員 上ノ山 信宏 取締役会室長 

執行役員 石坂 淳 コーポレート・インスティテューショナル業務部長 

執行役員 矢ケ部 章二 
ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 事務グループ副担当役員 

執行役員 眞武 伸哉 リテール・事業法人カンパニー副担当役員 

執行役員 赤坂 学 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 

執行役員 千石 康人 内部監査グループ副担当役員 
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【株式会社みずほ銀行】 

１． 取締役、執行役員および専門役員の異動 

（２０１９年４月１日付） 

氏名 新 現 

安原 貴彦 

取締役副頭取

(代表取締役 )

兼副頭取執行

役員 

営業統括役員 常務執行役員 東アジア地域本部長 

石井 哲 
副頭取執行役

員 

デジタルイノベーション部担当役員 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

専務執行役員 
営業統括 

兼 営業部店担当役員 

中村 昭 
副頭取執行役

員 
大企業・金融・公共法人部門長 専務執行役員 大企業・金融・公共法人部門長 

今井 誠司 
副頭取執行役

員 
特命事項担当役員 専務執行役員 グローバルコーポレート部門長 

有田 浩士 常務執行役員 事務グループ副グループ長 常務執行役員 事務グループ副担当役員 

若林 資典※１ 

常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

常務執行役員 
リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

※１ みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長を兼職予定（２０１９年６月予定の同社定時株主総会後）。 

藤城 豪二 常務執行役員 
アセットマネジメント部門長 

兼 グローバルプロダクツユニット長 
常務執行役員 グローバルプロダクツユニット長 

小嶋 修司 常務執行役員 コンプライアンス統括グループ長 常務執行役員 人事グループ長 

江原 弘晃 常務執行役員 人事グループ長    －  

米井 公治 常務執行役員 
ＩＴ・システムグループ副グループ長 

兼 システム推進部長 
常務執行役員 

ＩＴ・システムグループ副担当役員 

兼 システム推進部長 
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氏名 新 現 

座間 信久 常務執行役員 

特命事項担当役員 

兼 リテール・事業法人部門審査担

当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 

兼 グローバルコーポレート部門審査

担当役員 

常務執行役員 
リテール・事業法人部門審査担当

役員 

梅宮 真 常務執行役員 財務・主計グループ長 
常務取締役兼

常務執行役員 
財務・主計グループ長 

江川 敏郎 常務執行役員 リテール・事業法人部門共同部門長    －  

向井 英伸 常務執行役員 

リテール・事業法人部門共同部門長 

兼 デジタルイノベーション部副担当

役員 

常務執行役員 
リテール・事業法人部門共同部門

長 

関 正樹 常務執行役員 営業部店担当役員 常務執行役員 
営業部店担当役員 

兼 特定グローバル企業担当役員 

菊地 比左志 常務執行役員 企画グループ長 
常務取締役兼

常務執行役員 
企画グループ長 

望月 昭人 常務執行役員 内部監査グループ長 常務執行役員 企画グループ特定分野担当役員 

芦田 健 常務執行役員 営業部店担当役員 執行役員 営業第十八部長 

菅原 正幸※２ 

常務執行役員 東アジア地域本部長 執行役員 バンコック支店長 

※２ みずほ銀行（中国）有限公司（董事長）に就任予定（関係当局の許認可取得後）。 

杉田 健二 常務執行役員 営業部店担当役員 執行役員 名古屋営業部長 

芥川 裕 常務執行役員 営業部店担当役員    －  

飯島 弘行 常務執行役員 リテール・事業法人部門共同部門長 執行役員 リテール・事業法人業務部長 

清水 英嗣 執行役員 事務企画部長 執行役員 チャネル戦略部長 
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氏名 新 現 

富田 隆 執行役員 

リテール・事業法人部門審査担当役

員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 

執行役員 企業戦略第一部長 

橋本 泰彦 執行役員 グローバルコーポレート部門長 執行役員 欧州地域本部副担当役員 

艸薙 望 執行役員 アセットマネジメント部門副部門長 執行役員 アセットマネジメント業務部長 

川口 隆 執行役員 
国際為替部長 

兼 デリバティブ営業部長 
執行役員 米州資金部長 

牛窪 恭彦※3 

執行役員 
リサーチ＆コンサルティングユニット

副ユニット長 
執行役員 産業調査部長 

※３ ２０１９年４月１日付にてみずほ総合研究所株式会社 専務執行役員を兼職。 

宇田 真也 執行役員 

みずほヒューマンサービス株式会社

（代表取締役社長） 

および みずほビジネスパートナー株

式会社（代表取締役社長） 

執行役員 グローバル人事業務部長 

伊藤 卓也 執行役員 米州地域副本部長 執行役員 米州地域本部副担当役員 

栃折 卓彦 執行役員 
アジア・オセアニア地域副本部長 

兼 アジア・オセアニア営業部長 
執行役員 

アジア・オセアニア地域本部副担当

役員 

兼 アジア・オセアニア営業部長 

加藤 勝彦 執行役員 名古屋営業部長 執行役員 ソウル支店長 

輿水 賢哉 執行役員 
グローバルマーケッツ部門共同部門

長 
   －  

田嶋 史雄 執行役員 グローバルプロダクツ業務部長 執行役員 営業第十七部長 

片野 健 執行役員 ＩＴ・システム統括第一部長    － ＩＴ・システム統括第一部長 

高橋 達浩 執行役員 ＩＴ・システム企画部長    － ＩＴ・システム企画部長 
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氏名 新 現 

頃安 俊郎 執行役員 ソウル支店長    － 営業第十三部長 

今井 武人 執行役員 営業部店担当役員    － 営業店業務第二部長 

松井 裕泰 執行役員 京橋支店京橋第二部長    － 京橋支店京橋第二部長 

米田 聖 執行役員 営業店業務部長    － 営業店業務第五部長 

阿久津 哲也 執行役員 グローバルコーポレート業務部長    － 
海外業務基盤整備プロジェクト統括

ＰＴ長 

戸田 真介 執行役員 欧州地域副本部長    － グローバルコーポレート業務部長 

久保田 康裕 執行役員 バンコック支店長    － ムンバイ支店長 

足立 龍生 執行役員 営業部店担当役員    － 営業第八部長 

太田 晶宏 執行役員 営業第十部長    － 営業第十部長 

内村 裕也 執行役員 与信企画部長    － 与信企画部長 

金澤 光洋 執行役員 
グローバルコーポレート部門審査担

当役員 
   － 米州業務部長 

倉下 清貴 執行役員 営業部店担当役員    － 営業店業務部長 

Eric Yoss 執行役員 米州みずほ LLC（CRO）    －  

榊原 幸彦 執行役員 営業第六部長    － 営業第六部長 

松原 真 執行役員 グローバル人事業務部長    － 企画管理部長 

上ノ山 信宏 執行役員 取締役会室長    － 取締役会室長 
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氏名 新 現 

石坂 淳 執行役員 
コーポレート・インスティテューショナ

ル業務部長 
   － 営業第十四部長 

松浦 修司 執行役員 営業第九部長    － 営業第九部長 

林 信秀※４ 

退任  取締役会長  

※４ みずほ銀行常任顧問に就任 

津原 周作 退任  

取締役副頭取

(代表取締役 )

兼副頭取執行

役員 

営業統括 

西山 隆憲 退任  
常務取締役兼

常務執行役員 
コンプライアンス統括グループ長 

柴田 保之 退任  
常務取締役兼

常務執行役員 
リスク管理グループ長 

安部 大作 退任 
みずほフィナンシャルグループ  

副会長執行役員 就任 

副頭取執行役

員 

ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

渡辺 毅 退任  専務執行役員 

特命事項担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審

査担当役員 

兼 グローバルコーポレート部門審

査担当役員 

本橋 克宣 退任  専務執行役員 アセットマネジメント部門長 

山田 大介 退任  専務執行役員 デジタルイノベーション部担当役員 

中村 春貴 退任  常務執行役員 ＩＴ・システムグループ副担当役員 

三輪 正浩 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 

木佐貫 浩 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 
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氏名 新 現 

Andrew 

Dewing 
退任  常務執行役員 米州地域本部副担当役員 

浅野 眞吾 退任  常務執行役員 
リテール・事業法人部門共同部門

長 

平間 久顕 退任 

みずほフィナンシャルグループ  

取締役 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

常務執行役員 内部監査グループ長 

小林 理伸 退任  常務執行役員 
営業部店担当役員 

兼 特定グローバル企業担当役員 

高橋 直人 退任 
みずほフィナンシャルグループ 留任 

みずほ信託銀行 常務取締役 就任 
常務執行役員 企画グループ特定分野担当役員 

廣瀬 淳 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 

柴田 利喜 退任  常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門共同部

門長 

岡 豊樹 退任  執行役員 
みずほ銀行（中国）有限公司（董事

長）*5 

丸山 博史 退任  執行役員 企業審査部長 

加藤 朝史 退任  執行役員 ＩＴ・システムグループ長付審議役 

山崎 文夫 退任  執行役員 米州営業第一部長 

冨取 隆浩 退任  執行役員 

福岡支店長 

兼 福岡支店福岡第一部長 

兼 福岡支店福岡第二部長 

小杉 雅弘 退任 

みずほフィナンシャルグループ  

取締役 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

執行役員 主計部長 

島林 正弘 退任  執行役員 
札幌支店長 

兼 札幌営業部長 

加藤 昌彦 退任  専門役員 ＩＴ・システムグループ長付審議役 

※５ 後任は菅原 正幸 氏（関係当局の許認可取得後） 
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（２０１９年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

岡部 俊胤 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

    －  

米谷 雅之 退任  
取締役 

（監査等委員） 
 

西脇 公治 退任  
取締役 

（監査等委員） 
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２． ４月１日付の役員一覧表 

 

取締役 
  

取締役頭取 

（代表取締役）＊ 
藤原 弘治   

取締役副頭取 

（代表取締役）＊ 
宮崎 智史 西日本地区担当役員 

取締役副頭取 

（代表取締役）＊ 
三宅 潔 営業統括役員 

取締役副頭取 

（代表取締役）＊ 
安原 貴彦 営業統括役員 

取締役（非常勤） 坂井 辰史   

取締役（監査等委員） 米谷 雅之   

取締役（監査等委員） 西脇 公治   

取締役（監査等委員） 成田 和俊   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
町田 幸雄   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
尾原 榮夫   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
木下 俊男   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
古賀 政治   

（注） ＊印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。 

 

執行役員※                                                            ※取締役兼務者を除く 

副頭取執行役員 石井 哲 

デジタルイノベーション部担当役員 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

副頭取執行役員 中村 昭 大企業・金融・公共法人部門長 

副頭取執行役員 今井 誠司 特命事項担当役員 

専務執行役員 寺本 禎治 米州地域本部長 

常務執行役員 有田 浩士 事務グループ副グループ長 

常務執行役員 冨田 克典 営業部店担当役員 

常務執行役員 若林 資典 
リサーチ＆コンサルティングユニット長 

兼 リスク管理グループ長 

常務執行役員 藤城 豪二 
アセットマネジメント部門長 

兼 グローバルプロダクツユニット長 

常務執行役員 小嶋 修司 コンプライアンス統括グループ長 
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常務執行役員 江原 弘晃 人事グループ長 

常務執行役員 米井 公治 
ＩＴ・システムグループ副グループ長 

兼 システム推進部長 

常務執行役員 吉原 昌利 グローバルマーケッツ部門共同部門長 

常務執行役員 徳本 英俊 営業部店担当役員 

常務執行役員 座間 信久 

特命事項担当役員 

兼 リテール・事業法人部門審査担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員 

兼 グローバルコーポレート部門審査担当役員 

常務執行役員 梅宮 真 財務・主計グループ長 

常務執行役員 江川 敏郎 リテール・事業法人部門共同部門長 

常務執行役員 笠間 仁志 営業部店担当役員 

常務執行役員 永峰 宏司 欧州地域本部長 

常務執行役員 丸山 幸信 営業部店担当役員 

常務執行役員 向井 英伸 
リテール・事業法人部門共同部門長 

兼 デジタルイノベーション部副担当役員 

常務執行役員 関 正樹 営業部店担当役員 

常務執行役員 小木曽 琢弥 営業部店担当役員 

常務執行役員 武 英克 アジア・オセアニア地域本部長 

常務執行役員 阿部 昌彦 営業部店担当役員 

常務執行役員 菊地 比左志 企画グループ長 

常務執行役員 望月 昭人 内部監査グループ長 

常務執行役員 芦田 健 営業部店担当役員 

常務執行役員 菅原 正幸 東アジア地域本部長 

常務執行役員 杉田 健二 営業部店担当役員 

常務執行役員 芥川 裕 営業部店担当役員 

常務執行役員 飯島 弘行 リテール・事業法人部門共同部門長 

執行役員 竹田 和史 みずほ銀行（中国）有限公司（行長） 

執行役員 清水 英嗣 事務企画部長 

執行役員 Angelo Aldana 米州法務・コンプライアンス部長 

執行役員 
Yeow Kwang 

Guan 
アジア・オセアニア拠点管理部長 

執行役員 John Ho 米州審査部長 

執行役員 Luc Reynders 欧州営業第二部長 

執行役員 富田 隆 
リテール・事業法人部門審査担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員 

執行役員 梶 英俊 個人コンサルティング推進部長 

執行役員 橋本 泰彦 グローバルコーポレート部門長 

執行役員 艸薙 望 アセットマネジメント部門副部門長 
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執行役員 川口 隆 
国際為替部長 

兼 デリバティブ営業部長 

執行役員 牛窪 恭彦 リサーチ＆コンサルティングユニット副ユニット長 

執行役員 高田 政臣 秘書室長 

執行役員 宇田 真也 
みずほヒューマンサービス株式会社（代表取締役社長） 

および みずほビジネスパートナー株式会社（代表取締役社長） 

執行役員 堀内 大輔 銀座通支店長 

執行役員 伊藤 卓也 米州地域副本部長 

執行役員 奥山 誠一 東京中央支店東京中央第二部長 

執行役員 栃折 卓彦 
アジア・オセアニア地域副本部長 

兼 アジア・オセアニア営業部長 

執行役員 須見 則夫 営業第七部長 

執行役員 大櫃 直人 イノベーション企業支援部長 

執行役員 浪江 徹 
東京営業部長 

兼 東京営業第一部長 

執行役員 加藤 勝彦 名古屋営業部長 

執行役員 森園 美智子 吉祥寺支店長 

執行役員 瀬田 和則 ｅ－ビジネス営業部長 

執行役員 輿水 賢哉 グローバルマーケッツ部門共同部門長 

執行役員 田嶋 史雄 グローバルプロダクツ業務部長 

執行役員 片野 健 ＩＴ・システム統括第一部長 

執行役員 高橋 達浩 ＩＴ・システム企画部長 

執行役員 頃安 俊郎 ソウル支店長 

執行役員 今井 武人 営業部店担当役員 

執行役員 松井 裕泰 京橋支店京橋第二部長 

執行役員 米田 聖 営業店業務部長 

執行役員 阿久津 哲也 グローバルコーポレート業務部長 

執行役員 戸田 真介 欧州地域副本部長 

執行役員 久保田 康裕 バンコック支店長 

執行役員 足立 龍生 営業部店担当役員 

執行役員 太田 晶宏 営業第十部長 

執行役員 内村 裕也 与信企画部長 

執行役員 金澤 光洋 グローバルコーポレート部門審査担当役員 

執行役員 倉下 清貴 営業部店担当役員 

執行役員 Eric Yoss 米州みずほ LLC（CRO） 

執行役員 榊原 幸彦 営業第六部長 

執行役員 松原 真 グローバル人事業務部長 

執行役員 上ノ山 信宏 取締役会室長 
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執行役員 石坂 淳 コーポレート・インスティテューショナル業務部長 

執行役員 松浦 修司 営業第九部長 
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【みずほ信託銀行株式会社】 

１． 取締役および執行役員の異動 

（２０１９年４月１日付） 

氏名 新 現 

中村 功 

取締役副社長

（代表取締役）

兼副社長執行

役員 

営業統括役員 
副社長執行役

員 
営業統括 

高橋 直人 
常務取締役兼

常務執行役員 

企画・財務・主計グループ長 

兼 秘書室担当役員 
   －  

中村 昭 
取締役 

(非常勤) 
    －  

大塚 雅広 
取締役 

(非常勤) 
    －  

若林 資典 常務執行役員 リスク管理グループ長    －  

小嶋 修司 常務執行役員 コンプライアンス統括グループ長    －  

江原 弘晃 常務執行役員 人事グループ長 
常務取締役兼

常務執行役員 

人事グループ長 

兼 内部監査グループ長 

座間 信久 常務執行役員 

特命事項担当役員 

兼 リテール・事業法人部門審査担

当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 

常務執行役員 
リテール・事業法人部門審査担当役

員 

板橋 宏 常務執行役員 

大企業・金融・公共法人部門長 

兼 企画・財務・主計グループ特定業

務担当役員 

常務執行役員 

大企業・金融・公共法人部門長 

兼 企画・財務・主計グループ副担当

役員 

金丸 昌雄 常務執行役員 

グローバルプロダクツユニット共同ユ

ニット長 

兼 信託プロダクツ・開発本部長 

兼 営業部店担当役員 

常務執行役員 

グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルプロダクツユニット共

同ユニット長 

兼 信託プロダクツ・開発本部長 

望月 昭人 常務執行役員 内部監査グループ長    －  
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氏名 新 現 

梅田 圭 常務執行役員 

グローバルプロダクツユニット共同ユ

ニット長 

兼 不動産本部長 

常務執行役員 

グローバルプロダクツユニット共同ユ

ニット長 

兼 不動産本部長 

兼 不動産ソリューション営業部長 

村上 卓生 常務執行役員 アセットマネジメント部門長 執行役員 年金業務部長 

安原 澄人 常務執行役員 営業部店担当役員 執行役員 信託総合営業第五部長 

秋山 和之 常務執行役員 
コンサルティング本部長 

兼 営業部店担当役員 
執行役員 信託総合営業第七部長 

矢ケ部 章二 執行役員 
ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 
執行役員 ＩＴ・システム統括部長 

富田 隆 執行役員 

リテール・事業法人部門審査担当役

員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 

   －  

大江 一馬 執行役員 
みずほリアルティOne株式会社（代表

取締役社長） 
執行役員 不動産営業第四部長 

眞武 伸哉 執行役員 リテール・事業法人部門副部門長 執行役員 信託総合営業第一部長 

森下 充弘 執行役員 信託総合営業第七部長 執行役員 信託フロンティア開発部長 

白井 宏和 執行役員 年金業務部長    － 年金営業第一部長 

赤坂 学 執行役員 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 資金証券部長 
   － 資金証券部長 

中島 弘道 執行役員 投資プロダクツ開発部長    － 投資プロダクツ開発部長 

中野 武夫※１ 

退任  取締役会長  

※１ みずほ信託銀行常任顧問に就任 
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氏名 新 現 

澤 和久 退任  

取締役副社長

（代表取締役）

兼副社長執行

役員 

企画・財務・主計グループ長 

兼 ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 秘書室担当役員 

祖父江 敏雄 退任  
常務取締役兼

常務執行役員 

リスク管理グループ長 

兼 コンプライアンス統括グループ長 

渡辺 毅 退任  専務執行役員 

特命事項担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 

坂東 嘉人 退任  常務執行役員 アセットマネジメント部門長 

中溝 達也 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 

町長 直幸 退任  常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 コンサルティング本部長 

兼 営業部店担当役員 

芥川 裕 退任 みずほ銀行 常務執行役員 就任 執行役員 
コーポレート・インスティテューショナ

ル業務部長 

鶴巻 敦宣 退任  執行役員 名古屋支店長 

岩村 伸一 退任  執行役員 総合戦略運用部長 

 

 

（２０１９年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

安部 大作 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

    －  

西脇 芳和 

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

    －  

畑野 敬幸 退任  
取締役 

（監査等委員） 
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氏名 新 現 

中島 隆太 退任  

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 
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２． ４月１日付の役員一覧表 

 

取締役 
  

取締役社長 

（代表取締役）＊ 
飯盛 徹夫   

取締役副社長 

（代表取締役）＊ 
中村 功 営業統括役員 

常務取締役＊ 高橋 直人 
企画・財務・主計グループ長 

兼 秘書室担当役員 

取締役（非常勤） 坂井 辰史   

取締役（非常勤） 中村 昭   

取締役（非常勤） 大塚 雅広   

取締役（社外取締役） 小野 傑   

取締役（社外取締役） 小川 英治   

取締役（監査等委員） 門口 真人   

取締役（監査等委員） 畑野 敬幸   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
佐竹 正幸   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
福家 聖剛  

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
中島 隆太  

（注） ＊印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。 

 

執行役員※                                                            ※取締役兼務者を除く 

常務執行役員 斉藤 啓介 

グローバルプロダクツユニット共同ユニット長 

兼 株式戦略本部長 

兼 営業部店担当役員 

常務執行役員 小池 徹 営業部店担当役員 

常務執行役員 若林 資典 リスク管理グループ長 

常務執行役員 小嶋 修司 コンプライアンス統括グループ長 

常務執行役員 江原 弘晃 人事グループ長 

常務執行役員 座間 信久 

特命事項担当役員 

兼 リテール・事業法人部門審査担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員 

常務執行役員 板橋 宏 
大企業・金融・公共法人部門長 

兼 企画・財務・主計グループ特定業務担当役員 

常務執行役員 江川 敏郎 リテール・事業法人部門長 
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常務執行役員 金丸 昌雄 

グローバルプロダクツユニット共同ユニット長 

兼 信託プロダクツ・開発本部長 

兼 営業部店担当役員 

常務執行役員 大門 秀樹 営業部店担当役員 

常務執行役員 望月 昭人 内部監査グループ長 

常務執行役員 梅田 圭 
グローバルプロダクツユニット共同ユニット長 

兼 不動産本部長 

常務執行役員 村上 卓生 アセットマネジメント部門長 

常務執行役員 安原 澄人 営業部店担当役員 

常務執行役員 秋山 和之 
コンサルティング本部長 

兼 営業部店担当役員 

執行役員 矢ケ部 章二 
ＩＴ･システムグループ長 

兼 事務グループ長 

執行役員 富田 隆 
リテール・事業法人部門審査担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員 

執行役員 大江 一馬 みずほリアルティ One 株式会社（代表取締役社長） 

執行役員 菊野 智康 福岡支店長 

執行役員 眞武 伸哉 リテール・事業法人部門副部門長 

執行役員 田中 文明 業務監査部長 

執行役員 後藤 裕司 不動産業務部長 

執行役員 鶴岡 正人 コンサルティング部長 

執行役員 森下 充弘 信託総合営業第七部長 

執行役員 木下 裕弘 リテール・事業法人業務部長 

執行役員 白井 宏和 年金業務部長 

執行役員 赤坂 学 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 資金証券部長 

執行役員 中島 弘道 投資プロダクツ開発部長 
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【みずほ証券株式会社】 

１． 取締役および執行役員の異動 

（２０１９年４月１日付） 

氏名 新 現 

高橋 敦 

取締役副社長

(代表取締役 )

兼副社長執行

役員 

財務・主計グループ長 

兼 IT・システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

兼 グローバルＩＴヘッド 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

取締役副社長

兼副社長執行

役員 

グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 

金森 裕三 
常務取締役兼

常務執行役員 

企画グループ長 

兼 市場情報戦略部担当役員 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 

兼 グローバルリスクマネジメント副

ヘッド 

兼 グローバルＩＴ副ヘッド 

兼 グローバルオペレーション副ヘッ

ド 

兼 グローバルコンプライアンス副ヘ

ッド 

常務取締役兼

常務執行役員 

企画グループ長 

兼 事務グループ長 

兼 投資業務部担当役員 

兼 市場情報戦略部担当役員 

加藤 純一 
取締役 

(非常勤) 
    －  

中村 昭 
取締役 

(非常勤) 
    －  

大塚 雅広 
取締役 

(非常勤) 
    －  

福家 尚文 
副社長執行役

員 
リテール・事業法人部門長 

取締役副社長

兼副社長執行

役員 

リテール・事業法人部門長 

浜西 泰人 専務執行役員 

グローバル投資銀行部門長 

兼 投資銀行本部長 

兼 プロダクツ本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

専務執行役員 

グローバル投資銀行部門共同部門

長 

兼 投資銀行本部長 

兼 プロダクツ本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

吉田 格 専務執行役員 リテール・事業法人部門共同部門長 常務執行役員 

グローバル投資銀行部門営業担当

役員 

兼 リテール・事業法人部門営業担

当役員 
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氏名 新 現 

辻次 賢二 常務執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 
常務執行役員 

グローバル投資銀行部門付 

兼 グローバル投資銀行部門営業担

当役員 

熊谷 泰治 常務執行役員 
コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 

常務取締役兼

常務執行役員 

コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 

藤井 健司 常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッ

ド 

常務取締役兼

常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッ

ド 

芝田 康弘 常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 
執行役員 

グローバルマーケッツ部門付 

兼 米国みずほ証券（副社長） 

今井 均 常務執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 
執行役員 リテール・事業法人部門エリア長 

山崎 忍 執行役員 

事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーション副ヘッ

ド 

執行役員 
事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

中沖 雄 執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 
執行役員 

グローバル投資銀行部門営業担当

役員 

兼 リテール・事業法人部門営業担

当役員 

絹川 幸恵 執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 
執行役員 名古屋支店長 

木原 正裕 執行役員 
財務・主計グループ副グループ長 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 
執行役員 財務企画部長 

吉澤 洋 執行役員 金融市場本部長 執行役員 金融市場本部共同本部長 

千石 康人 執行役員 

内部監査グループ長 

兼 証券グループチーフオーディット

エグゼクティブ 

執行役員 内部監査グループ副グループ長 

秋山 典文 執行役員 

シンジケーション本部長 

兼 投資業務部担当役員 

兼 グローバルシンジケートヘッド 

執行役員 
シンジケーション本部長 

兼 グローバルシンジケートヘッド 

明渡 則和 執行役員 グローバルマーケッツ部門副部門長    －  
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氏名 新 現 

坂野 公洋 執行役員 リテール・事業法人部門エリア長    － リテール・事業法人部門エリア長 

白川 至 執行役員 経営企画部長    － 経営企画部長 

浜本 吉郎 執行役員 

企画グループ付（アジア・オセアニア

地域戦略担当） 

兼  みずほセキュリティーズアジア

（社長） 

   － 

企画グループ付（アジア・オセアニア

地域戦略担当） 

兼  みずほセキュリティーズアジア

（社長） 

脇田 茂 執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 
   － 企業金融第二部長 

佐々木 大志 執行役員 エクイティ本部長    － エクイティ本部共同本部長 

廣田 俊夫 退任  
専務取締役兼

専務執行役員 
グローバル投資銀行部門長 

山田 達也 退任  

専務取締役(代

表取締役)兼専

務執行役員 

財務・主計グループ長 

兼 IT・システムグループ長 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

兼 グローバルＩＴヘッド 

川嶋 秀行 退任 

みずほ証券  

取締役（監査等委員） 就任 

（２０１９年６月下旬予定） 

常務取締役兼

常務執行役員 

内部監査グループ長 

兼 証券グループチーフオーディット

エグゼクティブ 

下村 光 退任  常務執行役員 
リテール・事業法人部門副部門長（法

人担当） 

岸下 義弘 退任  常務執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 

小松 一道 退任  常務執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 

森 康充 退任  執行役員 リテール・事業法人部門エリア長 

山本 淳史 退任  執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 

輿水 賢哉 退任 
みずほフィナンシャルグループおよび 

みずほ銀行 執行役員 就任 
執行役員 金融市場本部共同本部長 
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氏名 新 現 

浅井 覚 退任 
みずほフィナンシャルグループ  

執行役員 就任 
執行役員 

企画グループ付 

兼 財務・主計グループ付 

 

（２０１９年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

川嶋 秀行 
取締役 

（監査等委員） 
    －  

安部 大作 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

    －  

肥後 泰 退任  
取締役 

（監査等委員） 
 

武 弘紀 退任  
取締役 

（監査等委員） 
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２． ４月１日付の役員一覧表 

 

取締役 
  

取締役会長 中村 康佐   

取締役社長 

（代表取締役）＊ 
飯田 浩一   

取締役副社長 

（代表取締役）＊ 
高橋 敦 

財務・主計グループ長 

兼 IT・システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

兼 グローバルＩＴヘッド 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

常務取締役＊ 大石 正弥 
ファンドビジネス本部長 

兼 グローバルマーケッツ部門系統営業部担当役員 

常務取締役＊ 金森 裕三 

企画グループ長 

兼 市場情報戦略部担当役員 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 

兼 グローバルリスクマネジメント副ヘッド 

兼 グローバルＩＴ副ヘッド 

兼 グローバルオペレーション副ヘッド 

兼 グローバルコンプライアンス副ヘッド 

取締役（非常勤） 坂井 辰史   

取締役（非常勤） 加藤 純一   

取締役（非常勤） 中村 昭   

取締役（非常勤） 大塚 雅広   

取締役（社外取締役） 川北 英隆   

取締役（監査等委員） 肥後 泰   

取締役（監査等委員） 武 弘紀   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
恵谷 英雄   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
吉益 裕二   

取締役（社外取締役）

（監査等委員） 
小野 傑   

（注） ＊印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。 
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執行役員※                                                            ※取締役兼務者を除く 

副社長執行役員 福家 尚文 リテール・事業法人部門長 

専務執行役員 浜西 泰人 

グローバル投資銀行部門長 

兼 投資銀行本部長 

兼 プロダクツ本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

専務執行役員 吉田 格 リテール・事業法人部門共同部門長 

常務執行役員 辻次 賢二 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 熊谷 泰治 
コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 

常務執行役員 藤井 健司 

リサーチ＆コンサルティングユニット長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッド 

常務執行役員 丸小 啓二 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 遠藤 修 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 Jerry Rizzieri 
企画グループ付（米州地域戦略担当） 

兼 米国みずほ証券（社長） 

常務執行役員 眞武 尚史 
人事グループ長 

兼 秘書室担当役員 

常務執行役員 平松 寿和 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 Suneel Bakhshi 
企画グループ付（欧州地域戦略担当） 

兼 みずほインターナショナル（社長） 

常務執行役員 芝田 康弘 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 

常務執行役員 今井 均 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 山崎 忍 
事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーション副ヘッド 

執行役員 中沖 雄 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 三橋 浩 IT・システムグループ副グループ長 

執行役員 池田 政宏 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 福井 慎一 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 宮岡 誠一郎 グローバルマーケッツ部門副部門長 

執行役員 角田 樹哉 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 絹川 幸恵 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 木原 正裕 
財務・主計グループ副グループ長 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 

執行役員 中山 博史 秘書室長 
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執行役員 吉澤 洋 金融市場本部長 

執行役員 川元 晋介 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 小島 竜一 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 芦刈 秀城 京都支店長 

執行役員 千石 康人 
内部監査グループ長 

兼 証券グループチーフオーディットエグゼクティブ 

執行役員 秋山 典文 

シンジケーション本部長 

兼 投資業務部担当役員 

兼 グローバルシンジケートヘッド 

執行役員 望月 淳 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 明渡 則和 グローバルマーケッツ部門副部門長 

執行役員 坂野 公洋 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 白川 至 経営企画部長 

執行役員 浜本 吉郎 
企画グループ付（アジア・オセアニア地域戦略担当） 

兼 みずほセキュリティーズアジア（社長） 

執行役員 脇田 茂 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 佐々木 大志 エクイティ本部長 

 

 

なお、以上の役員異動につきましては、必要となる関係当局の許認可の取得を前提としています。 

 

以上 


