
平成 28 年 1 月 28 日 

各 位 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

 

本日の取締役会にて、下記のとおり役員の異動がありましたので、お知らせいたします。 

記 

 

（１）平成 28 年 4 月 1 日付異動（予定） 

 新 旧 

永  易  克  典 相談役 

 

取締役会長 

（代表取締役） 

平  野 信  行 取締役会長 

（代表取締役） 

頭取 

（代表取締役） 

小山田     隆 頭取 

（代表取締役） 

副頭取 

（代表取締役）         

 

以 上 



履   歴 

平野 信行（ひらの のぶゆき） 

生年月日 昭和 26年 10月 23日 

学 歴 昭和 49年 3月    京都大学 法学部卒業 

職 歴 昭和 49年 4月    株式会社三菱銀行入行 大手町支店 

  平成 12年 7月    株式会社東京三菱銀行 米州企画室長  

兼 東京三菱銀行信託会社出向 

  平成 13年 6月    執行役員 営業第一本部 営業第二部長 

      平成 16年 5月    執行役員 総合企画室長 

      平成 17年 5月    常務執行役員 コーポレートセンターの担当 
        兼 総合企画室長 

      平成 17年 6月    常務取締役 コーポレートセンターの担当 
        兼 総合企画室長 

   平成 18年  1月    株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

常務取締役 総務部･企画部･広報部の担当 

      平成 19年  4月    常務取締役 

        総務部･企画部･広報部・お客さまご相談部の担当 

平成 20年 10月   専務取締役 総務部･企画部･広報部･お客さまご相談部の担当 

平成 21年  4月   専務取締役 総務部･企画部･広報部･ＣＳＲ推進部の担当 

平成 21年  5月   専務取締役  

平成 21年  6月    副頭取  

平成 24年 4月  頭取（現職） 

 

(持株会社) 平成 16年 7月    株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 

                             執行役員 経営政策部部付部長 

 平成 17年 6月    取締役 

平成 17年 10月    株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 

平成 21年 2月    取締役 アライアンス戦略ＰＴ担当 

平成 21年 6月    常務執行役員 アライアンス戦略室担当 

平成 22年  6月    取締役 アライアンス戦略室担当 

平成 22年  10月    取締役副社長 アライアンス戦略室担当 

平成 24年  4月    取締役  

平成 25年  4月    取締役社長 

平成 27年  6月    取締役 代表執行役社長 グループＣＥＯ（現職） 

 

以   上                                                             



履   歴 

小山田 隆（おやまだ たかし） 

生年月日 昭和 30年 11月  2日 

学 歴 昭和 54年 3月    東京大学 経済学部卒業 

職 歴 昭和 54年 4月    株式会社三菱銀行入行 丸の内支店 

  平成 8年 4月    株式会社東京三菱銀行 営業第一本部営業第二部 次長 

  平成 9年 10月    人事部 次長 

平成 13年 6月    恵比寿支社長 

平成 14年 10月    総合企画室 副室長(特命担当) 

      兼 全国銀行協会出向（平成15年4月～平成16年5月） 

平成 17年 6月    執行役員 総合企画室室長(特命担当) 

平成 18年  1月    株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

         執行役員 企画部部長(特命担当) 

平成 19年 4月    執行役員 企画部長 

平成 21年 1月    常務執行役員 会長行室の担当並びに企画部長 

平成 21年 5月    常務執行役員 総務部･企画部･広報部･ＣＳＲ推進部の担当 

平成 21年 6月    常務取締役 総務部･企画部･広報部･ＣＳＲ推進部の担当 

平成 24年 5月    常務執行役員 営業第一本部長 

平成 25年 5月    専務執行役員 営業第一本部長 

平成 26年 5月    専務執行役員   

平成 26年 6月    副頭取（現職）  

 

 (持株会社)平成 15年 1月    株式会社三菱東京フィナンシャル･グループ 

        経営政策部 副部長(特命担当) 

平成 16年 5月    経営政策部長 兼 財務政策部 部付部長 

平成 17年 6月    執行役員 経営政策部 部付部長 兼 部長(特命担当) 

         兼 財務政策部 部付部長 

平成 17年 10月    株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ    

       執行役員 経営企画部 部付部長 

平成 17年 11月    執行役員 経営企画部長 兼 財務企画部 副部長  

平成 19年 4月    執行役員 経営企画部 部付部長 

平成 21年 6月    取締役 

平成 24年 5月    退任 

平成 27年 5月    副社長執行役員 業務全般総括 

平成 27年 6月    取締役 代表執行役副社長 グループＣＯＯ（現職） 

以   上                                                     


