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【株式会社みずほ銀行】 

１． 取締役および執行役員の異動 

（２０２０年４月１日付） 

氏名 新 現 

宮崎 智史 
取締役副頭取

*(代表取締役)  
 

取締役副頭取

*(代表取締役)  
西日本地区担当役員 

岡部 俊胤 
取締役 

（監査等委員） 
 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

 

菊地 比左志 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

 常務執行役員 企画グループ長 

若林 資典 
副頭取執行役

員 
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 

兼 リスク管理グループ長 

梅宮 真 
副頭取執行役

員 
財務・主計グループ長 常務執行役員 財務・主計グループ長 

丸山 幸信 専務執行役員 リテール・事業法人部門長 常務執行役員 営業部店担当役員 

藤城 豪二 専務執行役員 西日本地区担当役員 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 

片野 健 常務執行役員 IT・システムグループ副グループ長 執行役員 IT・システム統括第一部長 

江川 敏郎 常務執行役員 営業部店担当役員 常務執行役員 
リテール・事業法人部門共同部門

長 

芝田 康弘 常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門共同部

門長 
   －  

石川 正道 常務執行役員 アセットマネジメント部門長    －  

富田 隆 常務執行役員 

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 

兼 グローバルコーポレート部門審

査担当役員 

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 
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氏名 新 現 

村上 卓生 常務執行役員 アセットマネジメント部門副部門長    －  

須見 則夫 常務執行役員 営業部店担当役員 執行役員 営業第七部長 

加藤 勝彦 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 

飯島 弘行 常務執行役員 営業部店担当役員 常務執行役員 
リテール・事業法人部門共同部門

長 

牛窪 恭彦 常務執行役員 
リサーチ＆コンサルティングユニット

長 
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 

戸田 真介 常務執行役員 欧州地域本部長 執行役員 
欧州地域副本部長 

兼 欧州営業第二部長 

猪股 尚志 常務執行役員 企画グループ長    －  

輿水 賢哉 常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門共同部

門長 
執行役員 

グローバルマーケッツ部門共同部

門長 

高田 政臣 常務執行役員 コンプライアンス統括グループ長 執行役員 秘書室長 

秋山 和之 常務執行役員 

リテール・事業法人部門特定業務

担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門特

定業務担当役員 

   －  

足立 龍生 常務執行役員 営業部店担当役員 執行役員 営業部店担当役員 

Peter 

DelGrosso 
執行役員 米州事務部長    － 米州事務部長 

鈴木 聡史 執行役員 
リテール・事業法人部門特定業務

担当役員 
   － 個人マーケティングﾞ推進部長 

清水 英嗣 執行役員 
事務グループ特定業務担当役員 

兼 事務企画部長 
執行役員 事務企画部長 

石原 至 執行役員 
みずほ銀行（中国）有限公司 

（行長） 
   － 

みずほ銀行（中国）有限公司 

（北京支店長） 
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氏名 新 現 

石川 卓 執行役員 営業第三部長    － 営業第三部長 

橋本 泰彦 執行役員 グローバルプロダクツユニット長 執行役員 グローバルコーポレート部門長 

明山 新二 執行役員 営業部店担当役員    － 
難波支店長 

兼 難波支店難波第一部長 

尾嵜 敏万 執行役員 営業第十三部長    － 営業第十三部長 

白井 宏和 執行役員 アセットマネジメント推進部長    －  

冨永 廣規 執行役員 
リテール・事業法人部門特定業務

担当役員 
   － 法人推進部長 

住友 英 執行役員 営業部店担当役員    － 大阪中央支店長 

木下 聡 執行役員 大阪営業第一部長    － 大阪営業第一部長 

島谷 力哉 執行役員 事務サービス推進部長    － 事務サービス推進部長 

米田 聖 執行役員 営業部店担当役員 執行役員 営業店業務部長 

森園 美智子 執行役員 
みずほビジネス・チャレンジド 

株式会社（代表取締役社長） 
執行役員 吉祥寺支店長 

阿久津 哲也 執行役員 
グローバルコーポレート部門共同部

門長 
執行役員 グローバルコーポレート業務部長 

堀内 大輔 執行役員 営業部店担当役員 執行役員 銀座通支店長 

伊藤 卓也 執行役員 
グローバルコーポレート部門共同部

門長 
執行役員 米州地域副本部長 

丹羽 琢己 執行役員 営業第十二部長    － 営業第十二部長 

角谷 知彦 執行役員 
大企業・金融・公共法人部門審査

担当役員 
   － 営業第十一部長 
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氏名 新 現 

太田 晶宏 執行役員 大企業・金融・公共法人部門長 執行役員 営業第十部長 

内村 裕也 執行役員 
グローバルコーポレート部門審査担

当役員 
執行役員 与信企画部長 

金澤 光洋 執行役員 リスク統括部長 執行役員 
グローバルコーポレート部門審査担

当役員 

木下 裕弘 執行役員 営業部店担当役員    －  

南條 豊 執行役員 戦略企画部長    － 戦略企画部長 

児島 哲郎 執行役員 コンサルティング部長    －  

阿部 展久 執行役員 内部監査グループ長    － 業務監査部長 

山本 力 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 
   － 欧州業務部長 

鈴木 史郎 執行役員 欧州地域副本部長    － 営業第十八部長 

中村 浩之 執行役員 産業調査部長    － 産業調査部長 

坂田 誠 執行役員 米州地域副本部長    － プロダクツ審査部長 

三宅 潔 異動 みずほ証券 取締役会長 就任 
取締役副頭取

*(代表取締役)  
営業統括役員 

今井 誠司 異動 
みずほフィナンシャルグループ 

執行役専務（代表執行役） 就任 
副頭取執行役員 特命事項担当役員 

吉原 昌利 異動 
みずほフィナンシャルグループ 

執行役常務 就任 
常務執行役員 

グローバルマーケッツ部門共同部

門長 

永峰 宏司 異動 
みずほフィナンシャルグループ 

執行役専務 就任 
常務執行役員 欧州地域本部長 

栃折 卓彦 異動 みずほ証券 常務執行役員 就任 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 
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氏名 新 現 

高橋 達浩 異動 
みずほフィナンシャルグループ 留

任 
執行役員 IT・システム企画部長 

今井 武人 異動 
みずほ信託銀行 執行役員 

就任 
執行役員 営業部店担当役員 

松井 裕泰 異動 
みずほ信託銀行 常務執行役員 

就任 
執行役員 京橋支店京橋第二部長 

松浦 修司 異動 

みずほフィナンシャルグループ  

執行役員 就任 

みずほ証券 執行役員 就任 

執行役員 営業第九部長 

成田 和俊 退任  
取締役 

（監査等委員） 
 

中村 昭 退任  副頭取執行役員 大企業・金融・公共法人部門長 

有田 浩士 退任  常務執行役員 事務グループ副グループ長 

米井 公治 退任  常務執行役員 IT・システムグループ副グループ長 

向井 英伸 退任  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 

冨田 克典 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 

座間 信久 退任  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 

笠間 仁志 退任  常務執行役員 営業部店担当役員 

小嶋 修司 退任  常務執行役員 コンプライアンス統括グループ長 
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氏名 新 現 

望月 昭人※１ 

退任  常務執行役員 内部監査グループ長 

※１ ２０２０年６月に、みずほ総合研究所株式会社 監査役に就任予定 

竹田 和史 退任  執行役員 
みずほ銀行（中国）有限公司 

（行長） 

梶 英俊 退任  執行役員 個人コンサルティング推進部長 

浪江 徹 退任  執行役員 
東京営業部長 

兼 東京営業第一部長 

奥山 誠一 退任  執行役員 東京中央支店東京中央第二部長 

艸薙 望※２ 

退任  執行役員 アセットマネジメント部門副部門長 

※２ ２０２０年４月１日付にて、アセットマネジメント One 株式会社 取締役 兼 常務執行役員に就任予定 

瀬田 和則 退任  執行役員 ｅ－ビジネス営業部長 

（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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（２０２０年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

栃木 庄太郎 

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

    －  

根本 直子 

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

    －  

町田 幸雄 退任  

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

 

古賀 政治 退任 

みずほ証券 取締役（社外取締役）

（監査等委員） 就任 

（２０２０ 年 ６月下旬予定） 

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 
  

取締役頭取* 

（代表取締役） 
藤原 弘治 業務執行統括 

取締役副頭取* 

（代表取締役） 
宮崎 智史 業務執行統括補佐 

取締役副頭取* 

（代表取締役） 
安原 貴彦 業務執行統括補佐 

取締役（非常勤） 坂井 辰史  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役社長（代表執行役）） 

取締役（監査等委員） 岡部 俊胤  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 副会長執行役員） 

取締役 

（監査等委員） 

（非常勤） 

菊地 比左志  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務） 

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） 

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 若林 資典 リスク管理グループ長 

副頭取執行役員 梅宮 真 財務・主計グループ長 

専務執行役員 寺本 禎治 米州地域本部長 

専務執行役員 丸山 幸信 リテール・事業法人部門長 

専務執行役員 藤城 豪二 西日本地区担当役員 

常務執行役員 徳本 英俊 営業部店担当役員 

常務執行役員 片野 健 IT・システムグループ副グループ長 

常務執行役員 江川 敏郎 営業部店担当役員 

常務執行役員 芦田 健 営業部店担当役員 

常務執行役員 関 正樹 営業部店担当役員 
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常務執行役員 芝田 康弘 グローバルマーケッツ部門共同部門長 

常務執行役員 石川 正道 アセットマネジメント部門長 

常務執行役員 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 

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 村上 卓生 アセットマネジメント部門副部門長 

常務執行役員 須見 則夫 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 武 英克 アジア・オセアニア地域本部長 

常務執行役員 杉田 健二 営業部店担当役員 

常務執行役員 阿部 昌彦 営業部店担当役員 

常務執行役員 江原 弘晃 人事グループ長 

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 加藤 勝彦 営業部店担当役員 

常務執行役員 飯島 弘行 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 牛窪 恭彦 リサーチ＆コンサルティングユニット長 

常務執行役員 戸田 真介 欧州地域本部長 

常務執行役員 猪股 尚志 企画グループ長 

常務執行役員 輿水 賢哉 グローバルマーケッツ部門共同部門長 

常務執行役員 高田 政臣 コンプライアンス統括グループ長 

常務執行役員 秋山 和之 
リテール・事業法人部門特定業務担当役員 

兼 大企業・金融・公共法人部門特定業務担当役員 

常務執行役員 足立 龍生 営業部店担当役員 

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 Peter DelGrosso 米州事務部長 

執行役員 鈴木 聡史 リテール・事業法人部門特定業務担当役員 

執行役員 頃安 俊郎 ソウル支店長 

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 清水 英嗣 
事務グループ特定業務担当役員 

兼 事務企画部長 

執行役員 川口 隆 金融市場部長 

執行役員 石原 至 みずほ銀行（中国）有限公司（行長） 

執行役員 石川 卓 営業第三部長 

執行役員 橋本 泰彦 グローバルプロダクツユニット長 

執行役員 明山 新二 営業部店担当役員 

執行役員 尾嵜 敏万 営業第十三部長 
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執行役員 白井 宏和 アセットマネジメント推進部長 

執行役員 冨永 廣規 リテール・事業法人部門特定業務担当役員 

執行役員 住友 英 営業部店担当役員 

執行役員 木下 聡 大阪営業第一部長 

執行役員 榊原 幸彦 営業第六部長 

執行役員 島谷 力哉 事務サービス推進部長 

執行役員 米田 聖 営業部店担当役員 

執行役員 森園 美智子 みずほビジネス・チャレンジド株式会社（代表取締役社長） 

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 阿久津 哲也 グローバルコーポレート部門共同部門長 

執行役員 堀内 大輔 営業部店担当役員 

執行役員 伊藤 卓也 グローバルコーポレート部門共同部門長 

執行役員 丹羽 琢己 営業第十二部長 

執行役員 角谷 知彦 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員 

執行役員 久保田 康裕 バンコック支店長 

執行役員 松原 真 グローバル人事業務部長 

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 太田 晶宏 大企業・金融・公共法人部門長 

執行役員 内村 裕也 グローバルコーポレート部門審査担当役員 

執行役員 金澤 光洋 リスク統括部長 

執行役員 倉下 清貴 営業部店担当役員 

執行役員 木下 裕弘 営業部店担当役員 

執行役員 南條 豊 戦略企画部長 

執行役員 児島 哲郎 コンサルティング部長 

執行役員 上ノ山 信宏 取締役会室長 

執行役員 阿部 展久 内部監査グループ長 

執行役員 山本 力 
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 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 Eric Yoss 米州みずほLLC（CRO） 

執行役員 鈴木 史郎 欧州地域副本部長 

執行役員 中村 浩之 産業調査部長 

執行役員 坂田 誠 米州地域副本部長 
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