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役員の状況 （2020年6月30日現在）

取締役・執行役
取締役会長 國部　毅
取締役  
執行役社長 
（代表執行役）

太田　純 グループCEO

取締役 髙島　誠
取締役  
執行役専務

永田　晴之 グループCRO 
リスク統括部、米州リスク管理部、 
投融資企画部担当役員

取締役  
執行役専務

中島　達 グループCFO兼グループCSO 
広報部、企画部・事業開発部、財務部担当役員、
デジタル戦略部副担当役員

取締役 井上　篤彦
取締役 三上　徹
取締役 清水　喜彦
取締役 松本　正之
取締役 アーサー M. ミッチェル
取締役 山崎　彰三
取締役 河野　雅治
取締役 筒井　義信
取締役 新保　克芳
取締役 桜井　恵理子
執行役副社長 
（代表執行役）

道廣　剛太郎 ホールセール事業部門共同事業部門長

執行役副社長 
（代表執行役）

大島　眞彦 グローバル事業部門長

執行役副社長 
（代表執行役）

夜久　敏和 グループCHRO 
総務部、人事部、品質管理部、管理部担当役員

執行役専務 谷崎　勝教 グループCDIO 
デジタルソリューション本部担当、 
デジタル戦略部担当役員

執行役専務 田村　直樹 リテール事業部門長
執行役専務 松浦　公男 ホールセール事業部門共同事業部門長
執行役専務 今枝　哲郎 グループCCO

コンプライアンス部担当役員
執行役専務 小塚　文晴 グループCAE

監査部担当役員
執行役専務 小池　正道 市場事業部門長
執行役専務 増田　正治 グループCIO 

IT企画部、システムセキュリティ統括部、 
データマネジメント部、事務統括部担当役員

注）  取締役 松本正之、同 アーサー M. ミッチェル、同 山崎彰三、同 河野雅治、同 筒井義信、
同 新保克芳、同 桜井恵理子の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

副会長
副会長 成田　学

執行役員
専務執行役員 一色　俊宏 リテール事業部門副事業部門長 

（ウェルスマネジメント本部）、決済企画部担当
専務執行役員 西崎　龍司 グローバル事業部門副事業部門長
専務執行役員 河原田　岩夫 ホールセール事業部門副事業部門長
専務執行役員 沢田　渉 投融資企画部副担当役員
専務執行役員 工藤　禎子 ホールセール事業部門副事業部門長 

（ホールセール企画部ファイナンシャル・ 
ソリューション室、サステナブルビジネス 
推進室）、グローバル事業部門副事業部門長

常務執行役員 CHOW Ying Hoong アジア・大洋州本部共同本部長
常務執行役員 石田　直也 ホールセール事業部門事業部門長補佐
常務執行役員 会木　隆史 グループ副CIO兼グループ副CDIO
常務執行役員 川端　信之 グローバル事業部門事業部門長補佐、 

事業開発部副担当役員
常務執行役員 石井　仁 ホールセール事業部門副事業部門長
常務執行役員 野津　和博 グループ副CFO
常務執行役員 南　　均 グローバル事業部門副事業部門長
常務執行役員 古荘　真義 グループ副CHRO
常務執行役員 小野　貴樹 ホールセール事業部門事業部門長補佐
常務執行役員 百留　秀宗 米州本部長
常務執行役員 山下　剛史 リテール事業部門副事業部門長
常務執行役員 後藤　英夫 リテール事業部門事業部門長補佐

常務執行役員 佐藤　俊弘 市場事業部門副事業部門長
常務執行役員 大本　剛司 グループ副CIO
常務執行役員 小森　忠明 ホールセール事業部門副事業部門長
常務執行役員 荘司　裕也 ホールセール事業部門事業部門長補佐
常務執行役員 関口　栄一 ホールセール事業部門事業部門長補佐
常務執行役員 飛彈　健一 リテール事業部門副事業部門長
常務執行役員 平子　祐介 ホールセール事業部門事業部門長補佐、 

リテール事業部門事業部門長補佐、 
企画部オリンピック・パラリンピック室副担当

常務執行役員 金丸　宗男 ホールセール事業部門事業部門長補佐
常務執行役員 渋谷　愛郎 デジタルソリューション本部長
常務執行役員 猪瀬　真哉 グループ副CCO
常務執行役員 入江　浩 東アジア本部長
常務執行役員 影山　善章 アジア・大洋州本部共同本部長
常務執行役員 坂本　宣 リテール事業部門副事業部門長、 

ウェルスマネジメント本部長
常務執行役員 坂本　英樹 ホールセール事業部門副事業部門長
常務執行役員 中村　敬一郎 欧阿中東本部長
常務執行役員 西村　祐一 米州本部副本部長
常務執行役員 伊藤　文彦 企画部長
常務執行役員 大塚　洋文 グローバル企画部長
常務執行役員 小林　喬 人事部長
執行役員 浅山　理恵 リテール事業部門事業部門長補佐、 

品質管理部副担当役員
執行役員 寄高　由季子 人事部副担当役員
執行役員 中村　信明 市場事業部門事業部門長補佐
執行役員 矢部　秀治 米州本部副本部長
執行役員 内川　淳 IT企画部長
執行役員 後野　義之 リスク統括部長
執行役員 加藤　貴紀 ホールセール事業部門事業部門長補佐 

（ホールセール企画部）
執行役員 Isaac Deutsch 米州本部副本部長
執行役員 面川　秀之 事業開発部副担当役員
執行役員 磯和　啓雄 決済企画部長
執行役員 中山　知章 デジタル戦略部副担当役員
執行役員 鮫島　夏洋 米州企画部長
執行役員 福田　和弘 東アジア企画部長
執行役員 馬渕　幸広 ホールセール企画部長
執行役員 牛島　真丞 グループ副CSO
執行役員 杉野　輝也 グループ副CRO
執行役員 吉野　哲朗 グループ副CAE 

監査部長
執行役員 髙橋　照正 リテール企画部長
執行役員 奥村　達也 品質管理部長
執行役員 高松　英生 事務統括部長
執行役員 田原　英樹 広報部長
執行役員 上村　明生 リテール企画部部付部長
執行役員 川端　健司 投融資企画部長
執行役員 川船　英生 欧阿中東企画部長
執行役員 河原　章浩 市場企画部長
執行役員 Carl Adams 米州本部副本部長

グループCxO
グループCEO 太田　純
グループCFO兼グループCSO 中島　達
グループCRO 永田　晴之
グループCCO 今枝　哲郎
グループCHRO 夜久　敏和
グループCIO 増田　正治
グループCDIO 谷崎　勝教
グループCAE 小塚　文晴

事業部門長
リテール事業部門長 田村　直樹
ホールセール事業部門 
共同事業部門長

道廣　剛太郎

ホールセール事業部門 
共同事業部門長

松浦　公男

グローバル事業部門長 大島　眞彦
市場事業部門長 小池　正道

［参考］
グループCxO・事業部門長 （2020年6月30日現在）
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