
　　　　　　平成25年3月26日

　各　　　位

　　　株式会社　三井住友銀行

　　　　　　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(代表取締役) 久保　哲也 平成25年3月31日退任予定
兼副頭取執行役員 （SMBC日興証券㈱　社長に就任予定）

取締役(代表取締役) 中西　　智 平成25年4月30日退任予定
兼副頭取執行役員 （㈱セディナ　社長に就任予定）

取締役 南　　浩一 平成25年6月27日退任予定
兼専務執行役員 （当行　監査役（非常勤）

　並びに㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ　常任監査役に就任予定）

取締役 團野　耕一 平成25年4月30日退任予定
兼専務執行役員 （SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ証券㈱　社長に就任予定）

取締役 渡辺　三憲 平成25年4月30日退任予定
兼専務執行役員

２．監査役の退任

監査役（非常勤） 溝口　　潤 平成25年6月27日退任予定

３．執行役員の退任

常務執行役員 大久保克則 平成25年4月30日退任予定

（当行　顧問に就任予定）

常務執行役員 横山　邦男 平成25年4月30日退任予定

常務執行役員 William M. Ginn 平成25年3月31日退任予定

（当行　顧問に就任予定）
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常務執行役員 上野　誠一 平成25年4月30日退任予定

常務執行役員 金邉　勝彦 平成25年4月30日退任予定

（SMBCｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱　社長に就任予定）

常務執行役員 三島　裕史 平成25年4月30日退任予定

（SMBC日興証券㈱　常務執行役員に就任予定）

執行役員 芦辺　真幸 平成25年4月30日退任予定

（SMBC信用保証㈱　社長に就任予定）

執行役員 黒田　　淳 平成25年4月30日退任予定

（三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱　常務執行役員に就任予定）

執行役員 東井　茂樹 平成25年4月30日退任予定

（SMBCｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ㈱　社長に就任予定）

執行役員 石橋　達史 平成25年4月30日退任予定

（SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱　副社長に就任予定）

執行役員 伊東　稔喜 平成25年4月30日退任予定

（SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ証券㈱　常務執行役員に就任予定）

４．新任取締役候補者

（平成25年3月29日就任予定） （入行）

SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 久保　　健 昭和52年

代表取締役社長

　（元 当行執行役員）

（平成25年4月1日就任予定）

常務執行役員 車谷　暢昭 昭和55年

常務執行役員 橘　　正喜 昭和55年

５．新任監査役候補者（平成25年6月27日就任予定）

（入行）

取締役 南　　浩一 昭和52年 監査役（非常勤）
兼専務執行役員
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６．新任執行役員（平成25年4月1日就任予定）

（入行）

取締役 久保　　健 昭和52年

人事部研修所長 金子　良平 昭和58年

日本橋法人営業部長 森尻　善雄 昭和58年

大阪中央ブロック部長 奥　　敦之 昭和59年

大阪中央法人営業部長 武市　寿一 昭和59年

リスク統括部長 堀川　義弘 昭和59年

シンガポール支店長 秋山　光広 昭和60年

ＣＦ決済事業部長 一色　俊宏 昭和60年

梅田法人営業第一部長 角元　敬治 昭和60年

姫路法人営業部長 高田　　厚 昭和60年

財務企画部長 永田　晴之 昭和60年

投資銀行統括部長 西崎　龍司 昭和60年

シドニー支店共同支店長 南　　　均 昭和60年

市場営業統括部長 宗正　浩志 昭和60年

アジア・大洋州統括部共同部長 CHOW Ying Hoong 平成12年

（ﾁｬｵ･ｲﾝﾌﾝ）

７．役員の昇進（平成25年4月1日付）

（新）

取締役兼執行役員 久保　　健 取締役（代表取締役）
兼副頭取執行役員

常務執行役員 車谷　暢昭 取締役兼専務執行役員

常務執行役員 橘　　正喜 取締役兼専務執行役員

執行役員 古賀　博文 常務執行役員

執行役員 佐藤　誠治 常務執行役員
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（新）

執行役員 志村　正之 常務執行役員

執行役員 谷崎　勝教 常務執行役員

執行役員 池田　剛久 常務執行役員

執行役員 大西　幸彦 常務執行役員

執行役員 道廣剛太郎 常務執行役員

８．役員の担当並びに委嘱の変更（平成25年4月1日付）

（現） （新）

久保　　健

清水　喜彦

箕浦　　裕

取締役
兼専務執行役員

蔭山　秀一

取締役
兼専務執行役員

古川　英俊

取締役
兼専務執行役員

車谷　暢昭

取締役
兼専務執行役員

橘　　正喜

常務執行役員 寺本　敏之

常務執行役員 成田　　学

取締役(代表取締役)
兼副頭取執行役員

取締役(代表取締役)
兼副頭取執行役員

　　　― 個人部門統括責任役員、
CF決済事業部担当役員
（㈱SMFGｶｰﾄﾞ&ｸﾚｼﾞｯﾄ社長を兼務）

法人部門副責任役員
（東日本担当）、
東日本第一法人営業本部長

融資管理部担当役員、
法人部門、企業金融部門副責任役員
（企業審査部）、
企業調査部副担当役員、
投資銀行部門副責任役員（信託部）

法人部門、
企業金融部門副責任役員
（法人企業統括部）、
決済企画部担当役員、
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部長

法人部門、企業金融部門副責任役員
（法人企業統括部、法人戦略部）、
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部長
兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部長

投資銀行部門統括責任役員

広報部、経営企画部、財務企画部、
関連事業部担当役員

法人部門統括責任役員、
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部担当

法人部門統括責任役員

本店営業本部
本店営業第一、第二、第三、
第四部担当

監査部･資産監査部担当役員

企業金融部門統括責任役員

取締役(代表取締役)
兼副頭取執行役員

国際部門統括責任役員、
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部担当

国際部門統括責任役員

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部長、
大阪駐在

大阪駐在

監査部･資産監査部担当役員
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常務執行役員 荻野　浩三

常務執行役員 奥山　和則

常務執行役員 太田　　純

常務執行役員 川嵜　靖之

常務執行役員 藏原　文秋

常務執行役員 古賀　博文

常務執行役員 佐藤　誠治

常務執行役員 池田　剛久

常務執行役員 道廣剛太郎

執行役員 山廣　隆文

執行役員 小野　　満

執行役員 松下　隆史

執行役員 奥谷　洋之

執行役員 国崎　　肇

東京東法人営業本部長 新宿法人営業本部長
兼埼玉池袋法人営業本部長

国際部門副責任役員
（米州、欧州、ｱｼﾞｱ各審査部、
国際与信管理部）、
国際与信管理部長

国際部門副責任役員
（米州、欧州、ｱｼﾞｱ各審査部、
国際与信管理部）

本店営業第三部長 本店営業本部
本店営業第三、第四、第五、第八部担当

本店営業本部
本店営業第五、第六、第七、
第八部担当

投資銀行部門統括責任役員、
証券事業部担当役員

国際部門副責任役員、
新興国戦略本部長

埼玉池袋法人営業本部長
兼新宿法人営業本部長

法人部門副責任役員
（東日本担当）、
東日本第一法人営業本部長

国際部門、法人部門、
企業金融部門副責任役員、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部副担当、
三井住友銀行（中国）有限公司担当、
三井住友銀行（中国）有限公司
（会長）

（現） （新）

国際統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

経営企画部副担当役員 決済企画部担当役員、
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部担当、
広報部、経営企画部、財務企画部、
関連事業部副担当役員

名古屋営業本部
名古屋営業部担当、
名古屋法人営業本部長

西日本第二法人営業本部長 西日本第一法人営業本部長

ﾘｽｸ管理部門
（ﾘｽｸ統括部、投融資企画部）担当役員、
人事部･人材開発部副担当役員

国際部門、法人部門、
企業金融部門副責任役員、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部副担当、
三井住友銀行（中国）有限公司
（会長）

本店営業第六部長 名古屋営業本部
名古屋営業部担当、
名古屋法人営業本部長

本店営業第二部長 本店営業本部
本店営業第一、第二、第六、第七部担当

個人統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

個人部門副責任役員
（西日本担当）

事務統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

個人部門副責任役員
（東日本担当）
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執行役員 森　　省輔

執行役員 小野　種紀

執行役員 北逵伊佐雄

執行役員 千松健太郎

執行役員 中野　　治

執行役員 神原　忠明

執行役員 金子　良平

執行役員 森尻　善雄

執行役員 武市　寿一

執行役員 西崎　龍司

執行役員 南　　　均

執行役員 CHOW Ying Hoong

　　　　　　　　以　　上

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
兼ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部長

東京都心法人営業本部長
兼東日本広域法人営業本部長

法人審査第二部長 法人部門副責任役員
（法人審査第二部）

投資銀行部門副責任役員、
経営企画部副担当役員

投資銀行部門副責任役員、
経営企画部、証券事業部副担当役員

東京都心法人営業本部長
兼東日本広域法人営業本部長

渋谷法人営業本部長
兼横浜法人営業本部長

本店営業第四部長 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部
副本部長

人事部研修所長
兼SMBCﾗｰﾆﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱

事務統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

日本橋法人営業部長 東京東法人営業本部長

アジア・大洋州統括部
共同部長

新興国戦略本部
副本部長
兼アジア・大洋州統括部
共同部長

シドニー支店
共同支店長
兼三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
（社長）

本店営業第三部長

大阪中央法人営業部長 西日本第二法人営業本部長

投資銀行統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

投資銀行統括部長

（現） （新）

本店営業第一部長 国際統括部長
兼㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
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