
　　２００３年５月２６日

各   位

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

１．新任取締役候補者（６月２６日開催予定の定時株主総会に付議される候補者）

下平　卓穂 取締役執行役員 審査第６部長

２．新任監査役候補者（６月２６日開催予定の定時株主総会に付議される候補者）

杉江　信夫 監査役 （株）ＵＦＪホールディングス監査役、ＵＦＪ信託銀行（株）監査役

中村　政照 監査役 市場国際統括部長

・ 杉江　信夫氏、中村　政照氏はＵＦＪホールディングス監査役、ＵＦＪ信託銀行監査役を兼務予定

３．新任執行役員（５月２６日付）

執行役員 資金証券為替部長

執行役員 審査第６部長

執行役員 大阪法人営業第３部長

４．昇格（５月２６日付）

専務執行役員　 常務執行役員

常務執行役員 執行役員

常務執行役員 執行役員

常務執行役員 執行役員

ＵＦＪ銀行の役員の異動について

新　　職 現　　　職

沖原  隆宗

川西　孝雄

氏　　名

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いたします。

下平　卓穂

三浦 　　隆

現　　　職

記

氏　　名 新　　職 現　　　職

現　　　職氏　　名 新　　職

氏　　名 新　　職

古角　　 保

吉田　茂生

佐々木　宗平　



５．担当・委嘱の変更

（５月２６日付）

[ 取締役 ]

取締役執行役員 取締役執行役員
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　　

[ 執行役員 ]

専務執行役員 常務執行役員
人事部・総務部担当 人事部・総務部担当

常務執行役員 常務執行役員
企画部・広報部・事務企画部・ｼｽﾃﾑ企画部・ 企画部・広報部担当
決済業務部担当
常務執行役員 常務執行役員

審査第１部～第４部担当

常務執行役員 常務執行役員
事務企画部・ｼｽﾃﾑ企画部・決済業務部担当

常務執行役員 執行役員
中部地区副担当 企業部担当、

法人カンパニー長補佐（東日本地区担当）
常務執行役員 執行役員
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・第３部・第６部担当

常務執行役員 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

執行役員 執行役員
企業部担当、 新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心
法人カンパニー長補佐（東日本地区担当） 支店長
執行役員 執行役員

日本橋法人営業第１部長兼日本橋支店長

執行役員 執行役員
リテール統括部長兼エイティエム支店長

執行役員 執行役員
審査第１部～第４部担当 企業部長

執行役員 執行役員
リテール統括部長兼エイティエム支店長 特命事項担当

執行役員
市場国際カンパニー長補佐 資金証券為替部長

執行役員
コンプライアンス統括部担当、コンプライア 審査第６部長
ンス統括部長兼知的財産室長　　
執行役員
企業部長 大阪法人営業第３部長

旧

旧

清水　誠

下平  卓穂

山口　裕正

古角　保

役員名

川西　孝雄

佐々木  宗平

松本  直樹

白石　正

寺井　宏隆

三浦    隆

役員名

深町　正和

新

中村　正人

吉田　茂生

亀井  信重

藤田　泰久

沖原  隆宗

新



６．退任

   氏  名 　　（現  職）

　（６月８日付）

深町　正和 （執行役員） ＵＦＪ信託銀行（株）執行役員に就任予定

以   上           



しもだいら　たくほ

氏名 下平　卓穂　 （昭和２７年１月１９日生　　５１歳）
昭和５０年４月 入行
平成１０年２月 溜池支店長
平成１２年１月 リテール統括部（東京）調査役
平成１２年５月 休職    出向（株式会社モビット）
平成１４年２月 融資業務部長
平成１４年７月 審査第６部長（現任）

すぎえ  のぶお

氏名 杉江　信夫  （昭和２５年４月２３日生    ５３歳）
昭和４８年４月 入行
平成１０年２月 横浜支店長
平成１１年６月 検査部長
平成１２年６月 常勤監査役
平成１３年４月 株式会社UFJホールディングス常勤監査役（現任）
平成１４年６月 UFJ信託銀行株式会社監査役（現任）

なかむら　まさてる

氏名 中村 政照 (昭和２５年５月３日生 ５３歳)
昭和４９年４月 入行
平成１０年４月 市場国際部アジア室長
平成１０年11月 市場国際部海外拠点管理室長
平成１１年５月 シンガポール支店長兼ヤンゴン駐在員事務所長
平成１３年７月 シンガポール支店長
平成１４年１月 市場国際統括部長(現任)

ささき　　そうへい

氏名 佐々木　宗平 （昭和２５年２月１１日生　　５３歳）
昭和４８年４月 入行
平成９年１２月 デリバティブズ営業部長
平成１２年１月 資金証券為替部長(現任)

しもだいら　たくほ

氏名 下平　卓穂　 （新任取締役候補者に前掲）

みうら　　たかし

氏名 三浦　　隆 （昭和２７年１０月２４日生    ５０歳）
昭和５０年４月 入行
平成９年１０月 広報部長
平成１１年５月 大阪支店営業第二部長
平成１２年６月 大阪支店営業第一部長
平成１４年１月 大阪中央法人営業第一部長
平成１４年７月 大阪法人営業第三部長(現任)

以　　　上

新任監査役候補者略歴

新任取締役候補者略歴

新任執行役員略歴



［取締役・監査役］
（非執行取締役）

　取締役 水野　俊秀 　業務監視委員会委員長

（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 岡崎　和美 　審査全般担当・法人カンパニー担当、戦略支援グループ長

　代表取締役副頭取執行役員 小森　哲夫 　中部地区担当・総合リスク管理部・与信企画部担当

　代表取締役副頭取執行役員 玉越　良介 　西日本地区担当・総合資金部担当、市場国際カンパニー長

　取締役執行役員 清水　誠

　取締役執行役員 尾島　洋一 　内部監査部担当、内部監査部長

（監査役）

　常勤監査役 稲吉　隆

　常勤監査役 今西　章雄

　監査役 中塚　莞爾

［執行役員］
　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 中村　雅信 　法人カンパニー長

　専務執行役員 山﨑  治平 　法人カンパニー長補佐（西日本地区担当）

　専務執行役員 川西　孝雄 　人事部・総務部担当

　常務執行役員 富井　元

　常務執行役員 森下　健 　人事部長

　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

　常務執行役員 中村　正人 　企画部・広報部・事務企画部・ｼｽﾃﾑ企画部・決済業務部担当

　常務執行役員 山口　裕正

　常務執行役員 長谷川　厚 　法人カンパニー長補佐(中部地区担当)

　常務執行役員 川俣　喜昭 　東京法人営業第１部・第４部・第５部・金融法人部担当

　常務執行役員 早川　潜 　戦略支援部・審査第６部担当、戦略支援グループ長補佐

　常務執行役員 藤田　泰久

　常務執行役員 沖原　隆宗 　中部地区副担当

　常務執行役員 古角　保 　東京法人営業第２部・第３部・第６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

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

　執行役員 原　　　大 　京都法人営業第１部長兼京都支店長

　執行役員 深町　正和

　執行役員 前村　善美 　企画部長

　執行役員 松本　直樹

　執行役員 渡辺　恭生 　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・国際営業推進室担当、法人統括部長

　執行役員 白石　正 　審査第１部～第４部担当

　執行役員 松本　靖彦 　秘書室長

　執行役員 稲葉　誠之 　審査第５部担当、審査第５部長

　執行役員 寺井　宏隆 　リテール統括部長兼エイティエム支店長

　執行役員 佐々木  宗平 　市場国際カンパニー長補佐

　執行役員 下平  卓穂 　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　

　執行役員 三浦    隆 　企業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          以上

ＵＦＪ銀行の役員体制（２００３．５．２６）


