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 2022年 3月 3日 

株式会社三菱 UFJ銀行 

 

役員の異動について 
 

 

下記のとおり役員の異動を決定しましたので、お知らせします。 

記 

 

 

1． 取締役 

（1）監査等委員である新任取締役候補者 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

吉藤 茂 取締役 常勤監査等委員 取締役専務執行役員 

 

（2）監査等委員以外の新任取締役候補者 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

高原 一郎 取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

中部駐在 

副頭取執行役員 

中部駐在 

松岡 健太郎 取締役専務執行役員（代表取締役） 

西日本駐在 

専務執行役員 

西日本駐在 

横山 修一 取締役常務執行役員（代表取締役） 

CRO（リスク統括部・融資企画部担当）

兼主たる審査所管役員 

常務執行役員 

CRO（リスク統括部・融資企画部担当）

兼主たる審査所管役員 

中濱 文貴 取締役常務執行役員（代表取締役） 

グローバル CIB部門長 

常務執行役員 

グローバル CIB部門長 

関 浩之 取締役常務執行役員（代表取締役） 

市場部門長 

常務執行役員 

市場部門長 

髙瀬 英明 取締役常務執行役員（代表取締役） 

COO-I（経営企画部（海外事業）・国際

事務企画部担当）兼グローバルコマー

シャルバンキング部門副部門長、主に

米州・欧州担当 

常務執行役員 

COO-I（経営企画部（海外事業）・国際

事務企画部担当）兼グローバルコマー

シャルバンキング部門副部門長、主に

米州・欧州担当 

越智 俊城 取締役常務執行役員（代表取締役） 

CIO（システム企画部・グローバル IT部

担当） 

常務執行役員 

CIO（システム企画部・グローバル IT部

担当） 
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 新 旧 

山本 忠司 取締役常務執行役員（代表取締役） 

CSO（経営企画部（除く財務・資源運営

兼海外事業）担当）兼CPM担当兼総務

部担当 

常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く財務・資源運営

兼海外事業）担当）兼CPM担当兼総務

部担当 

大和 健一 取締役常務執行役員（代表取締役） 

グローバルコマーシャルバンキング部門

長兼 Deputy COO-I（アジア担当役員

兼務）、主にアジア担当並びに中国拠

点担当兼MUFGバンク（中国）有限公

司派遣（頭取） 

常務執行役員 

グローバルコマーシャルバンキング部門

長兼 Deputy COO-I（アジア担当役員

兼務）、主にアジア担当並びに中国拠

点担当兼MUFGバンク（中国）有限公

司派遣（頭取） 

 

（3）取締役の異動 

（2022年 3月 16日付） 

 新 旧 

亀田 浩樹 取締役常務執行役員（代表取締役） 

CIO（システム本部担当）兼システム本

部長 

取締役常務執行役員（代表取締役） 

CIO（システム本部担当） 

 

（2022年 4月 1日付） 

 新 旧 

中村 昭彦 取締役副頭取執行役員 取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

中部駐在 

宮地 正人 取締役副頭取執行役員 取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

グローバル CIB部門長 

二重 孝好 取締役副頭取執行役員 

特命事項担当 

取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

グローバルコマーシャルバンキング部門

長兼 COO-I（経営企画部（海外事業）・

国際事務企画部担当）兼海外事業変革

担当 

林 尚見 取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

コーポレートバンキング部門長 

取締役専務執行役員（代表取締役） 

コーポレートバンキング部門長 

宮田 敦 取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

法人・リテール部門長兼ウェルスマネジ

メント本部長 

取締役専務執行役員（代表取締役） 

法人・リテール部門長兼ウェルスマネジ

メント本部長 

吉藤 茂 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員（代表取締役） 

市場部門長 

亀田 浩樹 取締役専務執行役員 

特命事項担当 

取締役常務執行役員（代表取締役） 

CIO（システム本部担当）兼システム本

部長 

佐々木 照之 取締役専務執行役員（代表取締役） 

CHRO（人事部担当） 

取締役常務執行役員（代表取締役） 

CHRO（人事部担当） 
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 新 旧 

宮下 裕 取締役常務執行役員（代表取締役） 取締役常務執行役員（代表取締役） 

CSO（経営企画部（除く財務・資源運営

兼海外事業）担当）兼CPM担当兼総務

部担当 

 

（4）退任予定の監査等委員である取締役 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

辰巳 文一 ― 取締役 常勤監査等委員 

 

（5）退任予定である監査等委員以外の取締役 

（2022年 4月 1日付） 

 新 旧 

谷口 宗哉 ― 

（三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株

式会社副会長） 

取締役副頭取執行役員（代表取締役） 

西日本駐在 

桑原 昌宏 ― 

（三菱UFJ証券ホールディングス株式会

社取締役副社長執行役員、三菱UFJモ

ルガン・スタンレー証券株式会社副社長

執行役員、株式会社三菱 UFJ フィナン

シャル・グループ常務執行役員） 

取締役専務執行役員（代表取締役） 

CRO（リスク統括部・融資企画部担当）

兼主たる審査所管役員 

 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

中村 昭彦 顧問 取締役副頭取執行役員 

 

2． 執行役員 

（1）執行役員の異動 

（2022年 4月 1日付） 

 新 旧 

板垣 靖士 副頭取執行役員 

バンクダナモン担当（バンクダナモン出

向） 

専務執行役員 

バンクダナモン担当（バンクダナモン出

向） 

高原 一郎 副頭取執行役員 

中部駐在 

常務執行役員 

名古屋営業本部長 
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 新 旧 

松岡 健太郎 専務執行役員 

西日本駐在 

専務執行役員 

企業審査部・融資部・ストラクチャー

ドファイナンス審査室・融資企画部

（審査企画）担当 

Kevin Cronin 

（ケビン・ 

クローニン） 

専務執行役員 

米州担当兼グローバル CIB 部門副部

門長（米州担当）兼 MUAH 本部長兼

ニューヨーク支店長兼 1221ビル出張

所長（MUAH 出向兼MUFG ユニオン

バンク出向兼務） 

常務執行役員 

米州担当兼グローバル CIB 部門副部

門長（米州担当）兼 MUAH 本部長兼

ニューヨーク支店長兼 1221ビル出張

所長（MUAH 出向兼 MUFG ユニオン

バンク出向兼務） 

佐崎 孝教 専務執行役員 

欧州担当兼ロンドン支店長 

常務執行役員 

Deputy COO-I兼グローバルコマーシ

ャルバンキング部門副部門長兼アジア

担当 

新家 良一 専務執行役員 

米州副担当兼ニューヨーク支店副支

店長（MUAH 出向兼MUFG ユニオン

バンク出向兼務） 

常務執行役員 

米州副担当兼ニューヨーク支店副支

店長（MUAH 出向兼 MUFG ユニオン

バンク出向兼務） 

越 和夫 常務執行役員 

MUAH出向兼MUFGユニオンバンク

出向兼務 

常務執行役員 

Deputy COO-I兼グローバルコマーシ

ャルバンキング部門副部門長兼グロー

バル金融犯罪対策部副担当（MUAH

出向兼MUFGユニオンバンク出向兼

務） 

早乙女 実 常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長（業務推進

担当）兼東日本拠点統括兼ウェルスマ

ネジメント本部長補佐 

常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長（企画担

当） 

角田 典彦 常務執行役員 

営業本部長（営業第一部・営業第二

部・営業第三部・営業第五部担当） 

常務執行役員 

営業第一本部長 

中本 智 常務執行役員 

企業審査部・融資部・ストラクチャー

ドファイナンス審査室・融資企画部

（審査企画）担当 

常務執行役員 

中部拠点統括 

瀧本 博史 常務執行役員 常務執行役員 

営業第二本部長 

十川 潤 常務執行役員 

営業本部長（営業第十部・営業第十一

部・営業第十五部担当） 

常務執行役員 

営業第三本部長 

横山 修一 常務執行役員 

CRO（リスク統括部・融資企画部担当）

兼主たる審査所管役員 

常務執行役員 

営業第四本部長 
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 新 旧 

中濱 文貴 常務執行役員 

グローバル CIB 部門長 

常務執行役員 

グローバル CIB 部門副部門長兼米州

投資銀行部・欧州投資銀行部・アジア

投資銀行部副担当 

関 浩之 常務執行役員 

市場部門長 

常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長（業務推

進担当）兼東日本拠点統括 

髙瀬 英明 常務執行役員 

COO-I（経営企画部（海外事業）・国

際事務企画部担当）兼グローバルコマ

ーシャルバンキング部門副部門長、主

に米州・欧州担当 

常務執行役員 

欧州副担当兼 MUFGバンク（ヨーロ

ッパ）派遣（頭取）MUFG ファンデ

ィング（UK）出向兼務 

田中 琢哉 常務執行役員 

営業本部長（大阪営業第一部・大阪営

業第二部・大阪営業第三部・大阪営業

第四部担当） 

常務執行役員 

大阪営業本部長 

John Winter 

（ジョン・ 

 ウィンター） 

常務執行役員 常務執行役員 

欧州担当兼グローバル CIB 部門副部

門長（欧州担当）兼ロンドン支店長兼

欧州市場業務担当 

尾藤 大祐 常務執行役員 

営業本部長（名古屋営業第一部・名古

屋営業第二部・名古屋営業第三部担

当） 

執行役員 

MUAH出向兼MUFGユニオンバンク

出向兼米州法人営業統括部長兼米州

総合管理部部長（特命担当） 

江島 大輔 常務執行役員 

ジャカルタ支店長兼ジャカルタ法人

営業部長兼アジアグローバルコーポ

レート営業部部長（特命担当） 

執行役員 

ジャカルタ支店長兼ジャカルタ法人

営業部長兼アジアグローバルコーポ

レート営業部部長（特命担当） 

小森谷 正敏 常務執行役員 

Deputy COO-I兼グローバルコマーシ

ャルバンキング部門副部門長兼グロ

ーバル金融犯罪対策部副担当（MUAH

出向兼 MUFG ユニオンバンク出向兼

務） 

執行役員 

MUAH出向兼MUFGユニオンバンク

出向兼米州総合管理部長兼米州統括

室長 

窪田 博 常務執行役員 

営業本部副本部長（営業第一部・営業

第二部・営業第三部・営業第五部・営

業第六部・営業第八部・営業第十五

部・営業第十六部担当） 

執行役員 

財務企画部長 

小野寺 雅史 常務執行役員 

中部拠点統括 

執行役員 

トランザクションバンキング部長 

山田 直人 常務執行役員 

法人・リテール部門副部門長（企画担

当） 

執行役員 

法人・リテール企画部長 
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 新 旧 

山本 忠司 常務執行役員 

CSO（経営企画部（除く財務・資源運

営兼海外事業）担当）兼 CPM担当兼

総務部担当 

執行役員 

経営企画部長 

大和 健一 常務執行役員 

グローバルコマーシャルバンキング

部門長兼 Deputy COO-I（アジア担当

役員兼務）、主にアジア担当並びに中

国拠点担当兼 MUFGバンク（中国）

有限公司派遣（頭取） 

執行役員 

中国拠点担当兼 MUFG バンク（中国）

有限公司派遣（頭取） 

横幕 勝範 常務執行役員 

営業本部長（営業第六部・営業第八

部・営業第十二部・営業第十六部担当） 

執行役員 

欧州副担当 

真鍋 宜剛 執行役員 

本部賛事役 

執行役員 

トランザクションバンキング部担当兼決

済事業部担当兼グローバルコマーシャ

ルバンキング部門長補佐兼 CSO補佐 

沼島 一郎 執行役員 

法人・リテール企画部部長（特命担当）

兼拠点部部長（特命担当） 

執行役員 

拠点部部長（特命担当） 

鳥海 秀之 執行役員 

米州リスク統括室室長（特命担当） 

執行役員 

MUFGユニオンバンク出向兼米州リ

スク統括室室長（特命担当）兼ニュー

ヨーク支店上席支店長代理 

林 安秀 執行役員 

事業共創投資部長兼産業リサーチ&

プロデュース部部長（特命担当） 

執行役員 

戦略調査部長兼グローバルコマーシ

ャルバンキング企画部部長（特命担

当） 

正木 弘 執行役員 

経営企画部部長（特命担当） 

執行役員 

Deputy COO-I兼グローバルコマーシ

ャルバンキング部門副部門長 

松本 和一郎 執行役員 

営業本部名古屋営業第二部長 

執行役員 

名古屋営業本部名古屋営業第二部長 

Philip Roberts 

（フィリップ・ 

 ロバーツ） 

執行役員 

欧州副担当兼ソリューション本部欧

州投資銀行部長兼欧州グローバルコ

ーポレート営業部長（MUFGファン

ディング UK）出向兼務 

執行役員 

ソリューション本部欧州投資銀行部

長兼欧州グローバルコーポレート営

業部長（MUFGファンディング UK）

出向兼務 

本間 義道 執行役員 

システム企画部長 

執行役員 

システム本部システム企画部長 

可児 達也 執行役員 

本部賛事役 

執行役員 

地区本部長（中部担当） 
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 新 旧 

本 裕一郎 執行役員 

営業本部営業第六部長 

執行役員 

営業第二本部営業第六部長 

西 勇人 執行役員 

本部賛事役 

執行役員 

地区本部長（東日本担当） 

大塚 浩一 執行役員 

営業本部営業第十一部長 

執行役員 

営業第二本部営業第五部長 

坂上 智洋 執行役員 

地区本部長（東日本担当） 

執行役員 

ソリューション本部コーポレート情

報営業部長 

櫻井 貴之 執行役員 

リスク統括部長 

執行役員 

CDO（経営情報統括部担当）兼経営

情報統括部長 

田中 耕一郎 執行役員 

地区本部長（中部担当） 

執行役員 

営業第三本部営業第十二部長 

山村 英文 執行役員 

欧州副担当 

執行役員 

欧州総合管理部長兼欧州総合管理部

欧州企画室長兼経営企画部欧州企画

室長（MUFG バンク（ヨーロッパ）

出向兼務） 

葛西 洋一 執行役員 

トランザクションバンキング部担当

兼トランザクションバンキング部長 

執行役員 

営業第一本部営業第三部長 

川野 浩史 執行役員 

経営企画部部長（特命担当） 

執行役員 

経営企画部部長（特命担当）兼海外事

業変革担当 

川﨑 暢哉 執行役員 

グローバルコマーシャルバンキング

企画部長兼経営企画部部長（特命担

当） 

執行役員 

グローバルコマーシャルバンキング

企画部長兼経営企画部部長（特命担

当）兼海外事業変革担当 

上田 素之 執行役員 

営業本部名古屋営業第一部長 

執行役員 

名古屋営業本部営業第一部長 

 

（2）新任執行役員 

（2022年 4月 1日付） 

 新 旧 

越智 俊城 常務執行役員 

CIO（システム企画部・グローバル IT部

担当） 

― 

（三菱 UFJニコス株式会社 

常務執行役員） 
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 新 旧 

赤羽 拓一郎 常務執行役員 

営業本部副本部長（大阪営業第一部・

大阪営業第二部・大阪営業第三部・大

阪営業第四部担当） 

― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社 

執行役員） 

西村 真也 常務執行役員 

営業本部副本部長（営業第十部・営業

第十一部・営業第十二部担当） 

― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社 

執行役員） 

鈴木 正和 常務執行役員 

営業本部副本部長（名古屋営業第一

部・名古屋営業第二部・名古屋営業第

三部担当） 

― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社 

執行役員） 

旦 一哉 執行役員 

ウェルスマネジメント本部ウェルスマネジ

メントコンサルティング部部長（特命担

当） 

― 

ウェルスマネジメント本部ウェルスマネジ

メントコンサルティング部部長（特命担

当） 

清水 拓 執行役員 

営業本部営業第二部長 

― 

営業本部営業第二部長 

高坂 晋一 執行役員 

資金証券部部長（特命担当） 

― 

資金証券部部長（特命担当） 

 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

長谷川 由樹 執行役員 

MUFGバンク（中国）天津支店長 

― 

MUFGバンク（中国）天津支店長 

波多野 伸樹 執行役員 

MUFGバンク（ヨーロッパ）出向 

― 

MUFGバンク（ヨーロッパ）出向 

石川 隆一 執行役員 

営業本部営業第一部長 

― 

営業本部営業第一部長 

片山 幹 執行役員 

コンプライアンス統括部長 

― 

コンプライアンス統括部長 

川端 建 執行役員 

欧州リスク統括室室長（特命担当） 

― 

欧州リスク統括室室長（特命担当） 

小池 塁 執行役員 

MUAH出向兼MUFGユニオンバンク

出向兼米州総合管理部長兼米州統括

室長 

― 

MUAH出向兼MUFGユニオンバンク

出向兼米州総合管理部長兼米州統括

室長 

小島 拓朗 執行役員 

地区本部長（東日本担当） 

― 

地区本部長（東日本担当） 

南 宏 執行役員 

ソリューション本部コーポレート情報営

業部長 

― 

ソリューション本部コーポレート情報営

業部長 
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 新 旧 

溝口 直樹 執行役員 

（バンクダナモン出向） 

― 

（バンクダナモン出向） 

中島 和重 執行役員 

欧州法人営業統括部長兼ロンドン法人

営業部長 

― 

欧州法人営業統括部長兼ロンドン法人

営業部長 

佐伯 幸伸 執行役員 

アジア総合管理部長兼アジア企画室長 

― 

アジア総合管理部長兼アジア企画室長 

髙橋 秀 執行役員 

法人・リテール企画部長 

― 

法人・リテール企画部長 

上野 義明 執行役員 

CDO（経営企画部（経営基盤改革室）

担当）兼経営企画部長 

― 

CDO（経営企画部（経営基盤改革室）

担当）兼経営企画部長 

山下 邦裕 執行役員 

決済企画部長兼東京為替集中支店長

兼デジタルサービス企画部部長（特命

担当） 

― 

決済企画部長兼東京為替集中支店長

兼デジタルサービス企画部部長（特命

担当） 

柳瀬 忠弘 執行役員 

京都支店長兼京都中央支店長兼京都

市役所出張所長 

― 

京都支店長兼京都中央支店長兼京都

市役所出張所長 

安江 伸一 執行役員 

営業本部営業第十二部長 

― 

営業本部営業第十二部長 

 

（3）退任執行役員 

（2022年 3月 31日付） 

 新 旧 

安田 裕司 ― 

（4 月 1日付 三菱 UFJニコス株式会

社常務執行役員） 

執行役員 

リスク統括部長 

 

（2022年 4月 1日付） 

 新 旧 

稲葉 健伸 ― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社顧問） 

常務執行役員 

名古屋営業本部副本部長 

西田 泰 ― 常務執行役員 

大阪営業本部副本部長 

田中 政樹 ― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社顧問） 

常務執行役員 

営業第三本部副本部長 
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 新 旧 

山代 雄一郎 ― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社取締役

常務執行役員、株式会社三菱 UFJフ

ィナンシャル・グループ常務執行役

員） 

常務執行役員 

営業第一本部副本部長兼営業第二本

部副本部長兼営業第四本部副本部長 

南里 彩子 ― 

（三菱 UFJ証券ホールディングス株

式会社執行役員、三菱 UFJモルガン・

スタンレー証券株式会社執行役員、三

菱 UFJフィナンシャル・グループ執

行役員） 

執行役員 

営業第四本部金融法人部長 

小林 薫 ― 

（三菱 UFJ証券ホールディングス株

式会社執行役員、三菱 UFJモルガン・

スタンレー証券株式会社執行役員、三

菱 UFJフィナンシャル・グループ執

行役員） 

執行役員 

京都支店長兼京都中央支店長兼京都

市役所出張所長 

森 将行 ― 

（三菱 UFJ信託銀行株式会社執行役

員、三菱 UFJフィナンシャル・グル

ープ執行役員） 

執行役員 

営業第三本部営業第十部長 

 

（2022年 5月 31日付） 

 新 旧 

瀧本 博史 ― 

（6 月 1日付 三菱 UFJニコス株式会

社専務執行役員） 

常務執行役員 

真鍋 宜剛 ― 

（6 月 1日付 東銀リース株式会社顧

問） 

執行役員 

本部賛事役 

 

3． シニアフェロー 

（1）新任シニアフェロー 

（2022年 6月 28日付） 

 新 旧 

金澤 真 シニアフェロー 

バリューデザインパートナー部長 

― 

バリューデザインパートナー部長 

高橋 一興 シニアフェロー 

システム企画部部長（特命担当）（三菱

UFJ インフォメーションテクノロジー出

向） 

― 

システム企画部部長（特命担当）（三菱

UFJ インフォメーションテクノロジー出

向） 
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 新 旧 

山下 篤志 シニアフェロー 

金融市場部長兼グローバルコマーシャ

ルバンキング企画部部長（特命担当）兼

本店大手町フィナンシャルシティ出張所

長 

― 

金融市場部長兼グローバルコマーシャ

ルバンキング企画部部長（特命担当）兼

本店大手町フィナンシャルシティ出張所

長 

 

（2）退任シニアフェロー 

（2022年 3月 16日付） 

 新 旧 

山本 一也 ― 

（3月 17日付 三菱UFJニコス株式会社

顧問、4月 1日付 同社常務執行役員） 

シニアフェロー 

システム本部長 

 

（2022年 3月 31日付） 

 新 旧 

青池 慶介 ― 

（4月 1日付 東銀リース株式会社顧問） 

シニアフェロー 

コンプライアンス統括部長 

中村 直人 ― シニアフェロー 

金融市場部長兼グローバルコマーシャ

ルバンキング企画部部長（特命担当）兼

本店大手町フィナンシャルシティ出張所

長 

 

以  上 

 


