
　　２００４年９月 １日

各   位

本日付で、株式会社ＵＦＪ銀行の役員の異動がございますので、下記の通りお知らせ致します。

１．新任執行役員（９月１日付）

氏　　名 新職 現　　　職

片岡  和行 執行役員 企業部（大阪）部長（部付）

木村  和彦 執行役員 東京法人営業第２部長

後藤  新治 執行役員 柳橋法人営業部長

榎本    明 執行役員 市場営業部長

２．担当・委嘱の変更（９月１日付）

記

ＵＦＪ銀行の役員の異動について

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

役員名 新 旧
代表取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員
中部地区担当 中部地区担当、総合リスク管理部・

与信企画部担当

代表取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員
西日本地区担当 西日本地区担当､総合資金部担当､

法人カンパニー長補佐
（西日本地区担当）

常務執行役員 常務執行役員
名古屋法人営業第１部～第４部担当、 名古屋法人営業第１部～第４部担当
法人カンパニー長補佐
（中部地区担当）

佐々  和夫

川西  孝雄

竹内  和男



以   上

役員名 新 旧
常務執行役員 常務執行役員
総合リスク管理部･与信企画部担当 東京法人営業第２部・第３部・

第６部担当

常務執行役員 常務執行役員
大阪法人営業第１部～第４部担当、 大阪法人営業第１部～第４部担当
法人カンパニー長補佐
（西日本地区担当）

常務執行役員 常務執行役員
総合資金部担当､ 市場国際カンパニー長
市場国際カンパニー長

執行役員 執行役員
法人カンパニー長補佐 法人カンパニー長補佐
(東日本地区担当)、 (東日本地区担当)、
企業部担当 企業部担当、企業部長

執行役員

法人カンパニー長補佐 企業部（大阪）部長（部付）

（西日本地区担当）

執行役員

東京法人営業第２部・第３部・ 東京法人営業第２部長

第６部担当､

東京法人営業第２部長

執行役員

企業部長 柳橋法人営業部長兼柳橋支店長

執行役員

市場国際カンパニー長補佐、 市場営業部長

市場営業部長

木村  和彦

後藤  新治

榎本    明

吉田　茂生

佐々木 宗平

柿崎　昭男

片岡  和行

古角    保



［取締役・監査役］
（非執行取締役）

　取締役会長 玉越　良介   業務監視委員会委員長

　取締役 水野　俊秀

（執行取締役）
　代表取締役頭取 沖原　隆宗

　代表取締役専務執行役員 佐々　和夫 　中部地区担当

　代表取締役専務執行役員 中村　雅信 　東日本地区担当、戦略支援グループ担当、法人カンパニー長

　代表取締役専務執行役員 川西　孝雄 　西日本地区担当

　取締役執行役員 藤野　英男 　内部監査部担当、内部監査部長

　取締役執行役員 小笠原　剛 　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兼知的財産室長　

（監査役）

　常勤監査役 中村　政照

　監査役 中塚　莞爾

　監査役 杉江　信夫

［執行役員］
　専務執行役員 川俣　喜昭   審査全般担当、戦略支援部担当、戦略支援グループ長

　常務執行役員 森下　健 　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４部担当、

  法人カンパニー長補佐（中部地区担当）

　常務執行役員 古角　保 　総合リスク管理部・与信企画部担当

　常務執行役員 吉田　茂生 　大阪法人営業第１部～第４部担当、

  法人カンパニー長補佐（西日本地区担当）

　常務執行役員 亀井　信重 　企画部・広報部担当  

　常務執行役員 松本　直樹    リテールカンパニー長

　常務執行役員 佐々木  宗平 　総合資金部担当、市場国際カンパニー長

　執行役員 原　　　大 　人事部長

　執行役員 深町  正和   法人カンパニー長補佐（中部地区担当）

　執行役員 渡辺　恭生 　東京法人営業第１部・第４部・第５部・金融法人部担当

　執行役員 白石　正 　審査第１部～第５部担当

　執行役員 寺井　宏隆 　事務企画部・ｼｽﾃﾑ企画部・決済業務部担当

　執行役員 柿崎　昭男 　法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)、企業部担当

　執行役員 園　   潔   戦略開発部・審査第５部担当

　執行役員 能島  伸夫 　京都法人営業第１部長兼京都支店長

　執行役員 島貫  和広   財務部担当

　執行役員 片岡  和行   法人カンパニー長補佐（西日本地区担当）

　執行役員 木村  和彦 　東京法人営業第２部・第３部・第６部担当、東京法人営業第２部長

　執行役員 後藤  新治   企業部長

　執行役員 榎本   明   市場国際カンパニー長補佐、市場営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   以    上

ＵＦＪ銀行の役員体制（２００４．９．１）



かたおか かずゆき

氏名 片岡  和行 （昭和２７年 ５月１９日生　　５２歳）
昭和５１年  ４月 入行
平成  ８年  １月 大美野支店長
平成  ９年  ６月 業務本部支店部上席指導役
平成１０年  ５月 人事部副部長
平成１４年  ４月 大阪法人営業第３部長
平成１４年  ７月 大阪法人営業第２部長
平成１６年  ５月 企業部（大阪）部長（部付）（現任）

きむら  かずひこ

氏名 木村  和彦 （昭和２７年 ７月１７日生　　５２歳）
昭和５１年  ４月 入行
平成  ８年  １月 石川橋支店長
平成  ９年１０月 東京営業部第５部長
平成１１年  １月 東京営業部第１部長
平成１２年  ６月 関西支店部長
平成１３年  ２月 関西法人営業部長
平成１４年  １月 ローン営業部長
平成１６年  ４月 東京法人営業第２部長（現任）

ごとう  しんじ

氏名 後藤  新治 （昭和２８年  ６月２４日生　　５１歳）
昭和５１年  ４月 入行
平成  ５年１１月 瑞穂通支店長
平成  ７年  ５月 大須支店長
平成  ９年  ６月 企画部参事役
平成１０年  ５月 企画部長
平成１１年  ５月 金山支店長
平成１３年  ４月 一宮支店長
平成１５年１０月 柳橋法人営業部長兼柳橋支店長（現任）

えのもと  あきら

氏名 榎本    明 （昭和２８年  ６月  １日生　　５１歳）
昭和５２年  ４月 入行
平成  ８年  １月 資金証券部証券投資室長
平成  ９年  ５月 ＡＬＭ部副部長
平成１０年  ５月 ＡＬＭ部長
平成１１年  ５月 資金証券部長
平成１４年  １月 市場営業部長（現任）

以　　　上

新任執行役員略歴


