
平成１４年１月１５日 
 
                                                          株式会社ＵＦＪホールディングス 

（コード番号：８３０７） 
株式会社ＵＦＪ銀行 

 

役員の異動について 
 

本日の株式会社ＵＦＪホールディングス、株式会社ＵＦＪ銀行の取締役会において、役員人事を 
下記の通り決定しましたので、ご通知いたします。 

 
 
                               記 
 
１． 株式会社ＵＦＪホールディングス 
 

①新任執行役員（１月１５日付） 
 

     （氏名）             （新職）               （旧職） 
    安藤 弘一           執行役員           三和銀行執行役員 
 

②退任執行役員（１月１４日付） 
 

     （氏名）              （旧職）               （備考） 
   藤田 泰久           執行役員         ＵＦＪ銀行執行役員に就任 

   
③担当・委嘱事項（内定分）の変更（１月１５日付） 

 
 （新職）              （氏名） 
執行役員 
経営企画部長           安藤  弘一 

 
 
２． 株式会社ＵＦＪ銀行 
 

①昇格執行役員（１月１５日付） 
 
      （氏名）              （新役位）             （旧役位） 
     中村 正人           常務執行役員          執行役員 
 

②新任執行役員（１月１５日付） 
     
      （氏名）              （新職）               （旧職）              
     藤田 泰久            執行役員        ＵＦＪホールディングス執行役員 
 



 
③退任執行役員（１月１４日付） 
 

    （氏名）           （旧職）                 （備考） 
   安藤 弘一         執行役員       ＵＦＪホールディングス執行役員に就任 
 
 

④担当・委嘱（内定分）の変更（１月１５日付） 
 
           （新職）                         （氏名） 
               
         専務執行役員                      髙倉 民夫 
                              
 
         専務執行役員                      元田 充隆 
                        
 
         専務執行役員                      小森 哲夫 
         企画部・広報部担当       
 
         常務執行役員                      蔭山 真人 
         市場国際カンパニー長      
         国際審査部・            
         ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ部担当             
     
         常務執行役員                      中村 正人 
         企画部副担当           
 
          
         執行役員                         石川 芳男          
         審査第５部副担当 
 
         執行役員                         藤田 泰久 
         企画部長 
 
         執行役員                         前村 善美 
         ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部･国際業務推進部･ 
            ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ部･ＥＣ業務部副担当 
         法人統括部長 
 
         執行役員                         松本 直樹 
         リテール統括部長         
           兼エイティエム支店長 
 
                                                                 以  上 



　副社長執行役員
　経営企画部・広報部・総務部担当

　専務執行役員
　経営企画部・広報部・総務部副担当
　兼　資産運用戦略グループ担当
　専務執行役員
　リスク統括部・
　コンプライアンス統括部担当

　専務執行役員
　証券戦略グループ担当

　常務執行役員
　内部監査部担当
　内部監査部長

　執行役員
　経営企画部長

　執行役員
　広報部長

以上

ＵＦＪホールディングスの新役員体制（2002年1月15日現在）］

監
査
役

伊藤　庄一

　監査役（常勤） 小林　隆夫

　監査役（常勤） 杉江　信夫

　監査役（常勤）

　監査役 小林　幹司

　監査役

　取締役 奥田　　碩

浜田　　広

非
執
行
取
締
役

執
行

取
締
役

　取締役

　取締役社長

　取締役

　取締役

氏　　名

信原　啓也

　取締役会長 内藤　碩昭

　取締役 西垣　　覚

　取締役

　取締役 横須賀　俊六

役　職　名

丹羽　耕太郎

原　　 大

安藤　弘一

執
行
役
員

小西　克憲

杉山　淳二

中澤　　進

鈴木　哲夫

小笠原　日出男

宮崎　晃一

内海　　孚

板垣　　宏



［取締役・監査役］
（非執行取締役）

　取締役会長 小笠原　日出男　業務監視委員会委員
　取締役 信原　啓也

（執行取締役）
　代表取締役頭取 寺西　正司
　代表取締役副頭取執行役員 杉原　武 　総合リスク管理部・与信企画部・審査第５部担当
　取締役執行役員 鴇田　和彦 　コンプライアンス統括部担当、コンプライアンス統括部長　
　取締役執行役員 多田　利行 　内部監査部担当、内部監査部長

（監査役）
　監査役（常勤） 稲吉　隆
　監査役（常勤） 今西　章雄
　監査役（常勤） 長谷川　厚
　監査役 浜本　勇

［執行役員］
　副頭取執行役員 村尾　弘毅 　西日本地区担当
　副頭取執行役員 久保　敏英 　中部地区担当
　専務執行役員 髙倉  民夫
　専務執行役員 元田  充隆
　専務執行役員 岡崎　和美 　法人カンパニー長
　専務執行役員 小森　哲夫 　企画部・広報部担当
　専務執行役員 佐々　和夫 　リテールカンパニー長
　専務執行役員 竹田　喜彦 　事務企画部・ｼｽﾃﾑ企画部・決済業務部担当
　専務執行役員 玉越　良介 　ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ銀行頭取
　常務執行役員 八幡　俊朔 　与信企画部副担当
　常務執行役員 富井　元 　シンガポール支店長兼ヤンゴン駐在員事務所長
　常務執行役員 中村　雅信 　ニューヨーク支店長兼ケイマン支店長兼ニューヨーク支店ﾋｭｰｽﾄﾝ出張所長
　常務執行役員 蛭田　政男 　法人カンパニー長補佐（西日本地区担当）
　常務執行役員 森下　健 　人事部長
　常務執行役員 高本　俊彦 　大阪中央支店長、大阪中央法人営業第１部・同第２部担当
　常務執行役員 橋川  眞幸 　大阪法人営業第１部～第４部担当
　常務執行役員 浜屋　義幸 　法人カンパニー長補佐（中部地区担当）
　常務執行役員 山﨑  治平 　東京法人営業第１部・同第２部･同第４部担当
　常務執行役員 蔭山  真人   市場国際カンパニー長

　国際審査部・ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ部担当
　常務執行役員 川西　孝雄 　人事部・総務部担当
　常務執行役員 竹内　和男 　名古屋法人営業第１部～第５部担当
　常務執行役員 中村　正人   企画部副担当
　執行役員 石川　芳男 　審査第５部副担当
　執行役員 蓮沼　和彦 　ｼｽﾃﾑ企画部長
　執行役員 山口　裕正 　審査第１部～第４部担当
　執行役員 上田　孝洋 　企業第２部担当、企業第２部長
　執行役員 川俣　喜昭 　東京法人営業第３部・同第５部・金融法人部担当
　執行役員 清水　誠　 　ロンドン支店長
　執行役員 早川　潜 　戦略支援部・事業調査部担当
　執行役員 水野　俊秀 　総合資金部担当、総合資金部長
　執行役員 沖原　隆宗 　ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部・国際業務推進部・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ部・ＥＣ業務部担当

　法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
　執行役員 片山　直 　融資業務部担当
　執行役員 古角　保 　東京中央法人営業第１部～第４部担当
　執行役員 藤田　泰久 　企画部長
　執行役員 森　文保 　資金証券為替部・市場営業部担当
　執行役員 吉田　茂生 　京都法人営業第１部長兼同第２部長兼京都支店長
　執行役員 亀井　信重 　新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
　執行役員 原　　　大 　広報部長
　執行役員 深町　正和 　日本橋中央法人営業部長兼日本橋中央支店長
　執行役員 前村　善美 　ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部・国際業務推進部・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ部・ＥＣ業務部副担当

　法人統括部長
　執行役員 松本　直樹 　リテール統括部長兼エイティエム支店長
　執行役員 渡辺　恭生 　企業第１部担当、企業第１部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              以上

ＵＦＪ銀行の新役員体制（2002年1月15日現在）



当行は投資家の皆様、お客さまなどに対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ上に
ニュースリリースを掲載しております。
なお、本ニュースリリースには証券取引法第１６６条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる
可能性が　あります。重要事実を含むニュースリリースをご覧になられた方が、その重要事実が証券
取引法施行令の規定に従い公開された後１２時間以内に、ＵＦＪホールディングスの株式などの売買
等を行なった場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に接触するおそれ
がありますのでご注意ください。


