
 　　　　平成29年3月23日

　各　　　位

　　　　　　役　員　異　動　の　お　知　ら　せ

下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

１．取締役の退任

取締役会長 奥　　正之 平成29年6月29日退任予定

（同年4月1日 当社会長を退任予定）

取締役(代表取締役) 伊藤雄二郎 平成29年4月1日退任予定

（㈱三井住友銀行 副会長に就任、6月1日より大阪駐在予定）

取締役 野田　浩一 平成29年4月1日退任予定

（㈱三井住友銀行 専務執行役員に専任予定）

取締役(社外取締役) 横山　禎徳 平成29年6月29日退任予定

取締役(社外取締役) 野村　晋右 平成29年6月29日退任予定

（㈱三井住友銀行　取締役(社外取締役)に就任予定）

２．監査役の退任

常任監査役 寺本　敏之 平成29年6月29日退任予定

（当社　取締役に就任予定）

常任監査役 中尾　一彦 平成29年6月29日退任予定

（神戸土地建物㈱　副社長に就任予定）

常任監査役 三上　　徹 平成29年6月29日退任予定

（当社　取締役に就任予定）

監査役(社外監査役) 宇野　郁夫 平成29年6月29日退任予定

監査役(社外監査役) 伊東　　敏 平成29年6月29日退任予定

（㈱三井住友銀行　取締役(社外取締役)に就任予定）

監査役(社外監査役) 鶴田　六郎 平成29年6月29日退任予定

（㈱三井住友銀行　監査役(社外監査役)に就任予定）

　株式会社三井住友フィナンシャルグループ
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３．執行役員の退任

副社長執行役員 車谷　暢昭 平成29年4月1日退任予定

４．役員の昇進（平成29年4月1日付）

（新）

取締役社長（代表取締役） 宮田　孝一 取締役会長

取締役 國部　　毅 取締役社長（代表取締役）

専務執行役員 川嵜　靖之 副社長執行役員

常務執行役員 夜久　敏和 専務執行役員

５．新任執行役員（平成29年4月1日付）
（新）

取締役 荻野　浩三 取締役

兼副社長執行役員

㈱三井住友銀行 成田　　学 副社長執行役員

専務執行役員

取締役 太田　　純 取締役（代表取締役）

副社長執行役員

㈱三井住友銀行 藏原　文秋 副社長執行役員

専務執行役員

取締役 谷崎　勝教 取締役

兼専務執行役員

㈱三井住友銀行 石井　　仁 専務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 道廣剛太郎 専務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 森　　省輔 専務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 小野　直樹 専務執行役員

常務執行役員

三井住友ｶｰﾄﾞ㈱ 森　　陽一 常務執行役員

専務執行役員
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（新）

SMBC日興証券㈱ 廣田　耕平 常務執行役員

副社長執行役員

SMBC日興証券㈱ 三島　裕史 常務執行役員

専務執行役員

SMBC日興証券㈱ 井上　　明 常務執行役員

常務取締役

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱ 池田　剛久 常務執行役員

取締役専務執行役員

㈱三井住友銀行 金子　良平 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 國賀　久徳 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 田村　直樹 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 一色　俊宏 常務執行役員

常務執行役員

SMBC日興証券㈱ 豊田　大明 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 西崎　龍司 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 細見　健一 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 宗正　浩志 常務執行役員

常務執行役員

SMBC日興証券㈱ 会木　隆史 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 今枝　哲郎 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 川端　信之 常務執行役員

常務執行役員
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（新）

㈱三井住友銀行 沢田　　渉 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 関口　栄一 常務執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 髙橋　直樹 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 中島　　達 常務執行役員

常務執行役員

㈱三井住友銀行 金丸　宗男 常務執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 佐藤　俊弘 常務執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 野田　幸男 執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 秋山　光広 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 鈴木　　亮 執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 堤　也夫樹 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 中井　敏昭 執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 野津　和博 執行役員

執行役員

SMBC日興証券㈱ 古荘　真義 執行役員

取締役

㈱三井住友銀行 浅山　理恵 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 後藤　英夫 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 増田　正治 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 寄高由季子 執行役員

執行役員
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（新）

㈱三井住友銀行 小野　貴樹 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 萩原攻太郎 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 百留　秀宗 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 平尾　賢二 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 三上　　剛 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 山下　剛史 執行役員

執行役員

㈱三井住友銀行 中村敬一郎 執行役員

６．グループＣｘＯ　及び　事業部門長（平成29年4月1日付）

グループＣＥＯ 國部　　毅

グループＣＲＯ 荻野　浩三

グループＣＦＯ 兼 グループＣＳＯ 太田　　純

兼 グループＣＤＩＯ

グループＣＩＯ 谷崎　勝教

グループＣＣＯ 兼 グループＣＨＲＯ 夜久　敏和

グループＣＡＥ 谷　新一郎

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門長 成田　　学

国際事業部門長 川嵜　靖之

ﾘﾃｰﾙ事業部門長 大西　幸彦

市場事業部門長 宗正　浩志
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７．取締役候補者（平成29年6月29日就任予定）

取締役会長 宮田　孝一 （重任）

取締役社長 國部　　毅 （重任）

㈱三井住友銀行 髙島　　誠 （新任）

頭取ＣＥＯ（代表取締役）

取締役 荻野　浩三 （重任）

兼副社長執行役員

取締役（代表取締役） 太田　　純 （重任）

兼副社長執行役員

取締役 谷崎　勝教 （重任）

兼専務執行役員

専務執行役員 夜久　敏和 （新任）

常任監査役 寺本　敏之 （新任）

常任監査役 三上　　徹 （新任）

取締役 久保　哲也 （重任）

SMBC日興証券㈱

取締役会長（代表取締役）

㈱三井住友銀行 取締役 松本　正之 (社外取締役・新任)

東海旅客鉄道株式会社 特別顧問

取締役 ｱｰｻｰ M. ﾐｯﾁｪﾙ (社外取締役・重任)

ﾆｭｰﾖｰｸ州弁護士

公認会計士 山崎　彰三 (社外取締役・新任)

取締役 河野　雅治 (社外取締役・重任)

前駐ｲﾀﾘｱ特命全権大使

日本生命保険相互会社 筒井　義信 (社外取締役・新任)

代表取締役社長

㈱三井住友銀行 監査役 新保　克芳 (社外取締役・新任)

弁護士

取締役 桜井恵理子 (社外取締役・重任)

東ﾚ･ﾀﾞｳｺｰﾆﾝｸﾞ㈱ 代表取締役・CEO
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８．新任執行役候補者（平成29年6月29日就任予定※）

※定時株主総会における定款変更（指名委員会等設置会社への移行）の承認を前提とし、

　総会後に開催予定の取締役会に付議予定。

執行役社長(代表執行役） 國部　　毅

グループＣＥＯ

執行役副社長 荻野　浩三

グループＣＲＯ

執行役副社長 成田　　学

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門長

執行役副社長（代表執行役） 太田　　純

グループＣＦＯ　兼 グループＣＳＯ

兼 グループＣＤＩＯ

執行役副社長 川嵜　靖之

国際事業部門長

執行役専務 谷崎　勝教

グループＣＩＯ

執行役専務 大西　幸彦

ﾘﾃｰﾙ事業部門長

執行役専務 夜久　敏和

グループＣＣＯ 兼 グループＣＨＲＯ

執行役常務 宗正　浩志

市場事業部門長
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９．内部委員会委員候補者（平成29年6月29日就任予定※）

※定時株主総会における定款変更（指名委員会等設置会社への移行）の承認を前提とし、

　総会後に開催予定の取締役会に付議予定。

指名委員会 取締役会長 宮田　孝一

取締役 松本　正之

取締役 ｱｰｻｰ M. ﾐｯﾁｪﾙ

取締役 河野　雅治

取締役 筒井　義信 （委員長）

取締役 桜井恵理子

報酬委員会 取締役会長 宮田　孝一

取締役社長 國部　　毅

取締役 ｱｰｻｰ M. ﾐｯﾁｪﾙ

取締役 筒井　義信

取締役 新保　克芳 （委員長）

取締役 桜井恵理子

監査委員会 取締役 寺本　敏之

取締役 三上　　徹

取締役 松本　正之 （委員長）

取締役 山崎　彰三

取締役 新保　克芳

リスク委員会 取締役 太田　　純 （委員長）

取締役 山崎　彰三

取締役 河野　雅治

日興ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ㈱ 山口　廣秀 （外部有識者）

理事長

ｱﾌﾗｯｸ ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 木下　信行 （外部有識者）
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10．役員等の担当変更（平成29年4月1日付）

（新） （現）

取締役社長
(6/29 取締役執行役社
長就任予定)

國部　　毅

取締役副社長執行役員
(6/29 取締役執行役副
社長就任予定)

荻野　浩三

副社長執行役員
(6/29 執行役副社長就
任予定)

成田　　学

取締役副社長執行役員
(6/29 取締役執行役副
社長就任予定)

太田　　純

副社長執行役員
(6/29 執行役副社長就
任予定)

川嵜　靖之

副社長執行役員 藏原　文秋

取締役専務執行役員
(6/29 取締役執行役専
務就任予定)

谷崎　勝教

専務執行役員 石井　　仁

専務執行役員
(6/29 執行役専務就任
予定)

大西　幸彦

専務執行役員 道廣剛太郎

専務執行役員 森　　省輔

専務執行役員 小野　直樹

国際事業部門 副事業部門長 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

監査部担当役員
（但し、定時株主総会終了まで）

㈱三井住友銀行
常務執行役員

㈱三井住友銀行
常務執行役員

ﾘﾃｰﾙ事業部門長 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部、
CF決済事業部担当役員

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ企画室担当 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟCRO
ﾘｽｸ統括部、投融資企画部担当役員

監査部担当役員

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門長 ㈱三井住友銀行
専務執行役員

　－

ｸﾞﾙｰﾌﾟCFO、ｸﾞﾙｰﾌﾟCSO、
ｸﾞﾙｰﾌﾟCDIO
広報部、企画部、財務部、
ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業部、ITｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
担当役員、
ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部副担当役員、
決済企画部担当

広報部、企画部、財務部、
ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業部、ITｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部、
決済企画部担当役員、
ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部副担当役員

国際事業部門長 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部担当役員

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 副事業部門長 ㈱三井住友銀行
専務執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟCIO
IT企画部、ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部、
事務統括部担当役員、
ITｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部副担当役員

IT企画部、ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
担当役員、ITｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部
副担当役員

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 副事業部門長

ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO

9



（新） （現）

専務執行役員
(6/29 取締役執行役専
務就任予定)

夜久　敏和

常務執行役員 森　　陽一

常務執行役員 廣田　耕平

常務執行役員 三島　裕史

常務執行役員 井上　　明

常務執行役員 池田　剛久

常務執行役員 金子　良平

常務執行役員 田村　直樹

常務執行役員 豊田　大明

常務執行役員 細見　健一

常務執行役員
(6/29 執行役常務就任
予定)

宗正　浩志

国際事業部門 副事業部門長 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

市場事業部門長 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CIO 三井住友ｶｰﾄﾞ㈱
専務執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CRO SMBC日興証券㈱
常務取締役

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 事業部門長補佐 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱
取締役専務執行役員

ﾘﾃｰﾙ事業部門 副事業部門長 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

ﾘﾃｰﾙ事業部門 副事業部門長 ㈱三井住友銀行
常務執行役員

ﾘﾃｰﾙ事業部門 副事業部門長 SMBC日興証券㈱
常務執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟCCO、ｸﾞﾙｰﾌﾟCHRO
人事部、品質管理部、総務部、
管理部担当役員

総務部副担当役員、
企画部ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ室副担当

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 副事業部門長 SMBC日興証券㈱
副社長執行役員

市場事業部門 副事業部門長 SMBC日興証券㈱
専務執行役員
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（新） （現）

常務執行役員 会木　隆史

常務執行役員 関口　栄一

常務執行役員 髙橋　直樹

執行役員 野田　幸男

執行役員 秋山　光広

執行役員 堤　也夫樹

執行役員 野津　和博

執行役員 古荘　真義

執行役員 山下　剛史

理事 谷　新一郎

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CCO SMBC日興証券㈱
執行役員

国際事業部門 副事業部門長 SMBC日興証券㈱
執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CFO SMBC日興証券㈱
執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟCAE
監査部長

㈱三井住友銀行
理事

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CSO SMBC日興証券㈱
執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CHRO SMBC日興証券㈱
取締役

ﾘﾃｰﾙ事業部門 事業部門長補佐
(ﾘﾃｰﾙ企画部)

㈱三井住友銀行
執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CIO、ｸﾞﾙｰﾌﾟ副CDIO SMBC日興証券㈱
常務執行役員

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 事業部門長補佐 ㈱三井住友銀行
執行役員

ﾎｰﾙｾｰﾙ事業部門 副事業部門長 SMBC日興証券㈱
常務執行役員
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11．部長異動（平成29年4月1日付）

（新） （現）

國賀　久徳   ㈱三井住友銀行

一色　俊宏     総務部部付部長

西崎　龍司   ㈱三井住友銀行

川端　信之   ㈱三井住友銀行

沢田　　渉   総務部長

中島　　達   企画部長

CHOW Ying Hoong   ㈱三井住友銀行

今枝　哲郎   ㈱三井住友銀行

金丸　宗男   人事部長

佐藤　俊弘     企画部部付部長

鈴木　　亮   ㈱三井住友銀行

中井　敏昭     リスク統括部部付部長

浅山　理恵     総務部部付部長

後藤　英夫   証券事業部長

増田　正治   ＩＴ企画部長

寄高由季子     人事部上席推進役

小野　貴樹   ㈱三井住友銀行

萩原攻太郎   グループ事業部長

百留　秀宗

執行役員
ホールセール企画部長

執行役員
投融資企画部長

執行役員
品質管理部長

執行役員
ＩＴ企画部長

執行役員
人事部研修所長

執行役員
ホールセール企画部
部付部長

執行役員
企画部
部付部長

常務執行役員
東アジア本部長

常務執行役員
事務統括部長

常務執行役員
アジア・大洋州本部長

常務執行役員
米州本部長

常務執行役員
総務部長

常務執行役員
企画部長

常務執行役員
アジア・大洋州本部
副本部長

常務執行役員
欧阿中東本部長

常務執行役員
人事部長

常務執行役員
市場企画部長

執行役員
米州本部
副本部長

グローバルビジネス統括部
上席推進役

執行役員
国際企画部長
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（新） （現）

三上　　剛   財務部長

平尾　賢二   広報部長

中村敬一郎   ㈱三井住友銀行

　　　　　　以　　上

執行役員
財務部長

執行役員
広報部長

執行役員
欧阿中東企画部長
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