
【NEWS RELEASE】
2022年3月24日

各　　位

株式会社三井住友銀行

　本日、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．監査等委員でない取締役の退任

取締役 中島　　達 2022年4月1日退任予定

兼専務執行役員 （㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役 執行役専務に専任）

取締役 今枝　哲郎 2022年4月1日退任予定

兼専務執行役員 （当行 専務執行役員に専任、

　 ㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 執行役専務に留任）

取締役 増田　正治 2022年4月30日退任予定

兼専務執行役員 （SMBCｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱　社長に就任予定）

尚、増田専務は、4月1日付で取締役を外れ、退任までは専務執行役員となります。

２．監査等委員である取締役の退任

取締役 中井　敏昭 2022年6月29日退任予定

３．監査等委員でない取締役の選任

（2022年4月1日付）

（新） （現）

（新任） 内川　　淳 取締役 常務執行役員

兼専務執行役員

（新任） 萩原　攻太郎 取締役 常務執行役員

兼専務執行役員

（新任） 百留　秀宗 取締役 常務執行役員

兼専務執行役員

役　員　異　動　の　お　知　ら　せ
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４．役付取締役の選定ならびに代表取締役の退任

（2022年4月1日付）

（新） （現）

角元　敬治 取締役副会長 取締役（代表取締役）

兼副頭取執行役員

５．取締役候補者の決定

(2022年6月29日に開催予定の当行定時株主総会に付議予定）

(1)監査等委員でない取締役候補者

取締役会長 國部　　毅 （重任）

頭取 ＣＥＯ（代表取締役） （重任）

取締役副会長 角元　敬治 （重任）

取締役（代表取締役） 大島　眞彦 （重任）

兼副頭取執行役員

取締役（代表取締役） 夜久　敏和 （重任）

兼副頭取執行役員

取締役 工藤　禎子 （重任）

兼専務執行役員

取締役 内川　　淳 （重任）

兼専務執行役員

取締役 萩原　攻太郎 （重任）

兼専務執行役員

取締役 百留　秀宗 （重任）

兼専務執行役員

取締役 ポール　与那嶺 （重任）

Central Pacific Financial Corp.

Chairman & CEO

取締役 手代木　功 （重任）

塩野義製薬株式会社

代表取締役社長

ポール　与那嶺、手代木　功の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2)監査等委員である取締役候補者

取締役 井上　隆之 （新任）
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６．執行役員等の退任

※定時株主総会における取締役選任議案の承認を前提としています。

副会長 成田　　学 2022年4月30日退任予定

（銀泉㈱　顧問に就任予定）

副会長 2022年4月1日退任予定

（当行上席顧問、 ㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ上席顧問に就任）

専務執行役員 西崎　龍司 2022年4月30日退任予定

（㈱SMBC信託銀行　社長に就任予定）

専務執行役員 河原田　岩夫 2022年4月30日退任予定

（㈱ヤマタネ　副社長に就任予定）

常務執行役員 CHOW Ying Hoong 2022年3月31日退任予定

（当行アジア・大洋州本部所管地域の

　 Senior Regional Advisorに就任予定）

常務執行役員 上田　　明 2022年4月30日退任予定

（三井住友ファイナンス＆リース㈱ 専務執行役員に就任予定)

常務執行役員 三上　　剛 2022年4月1日退任予定

（㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 執行役専務に就任）

常務執行役員 小島　正嗣 2022年4月30日退任予定

（SMBCコンシューマーファイナンス㈱に転出予定）

常務執行役員 渋谷　愛郎 2022年4月30日退任予定

（アビリオ債権回収㈱に転出予定）

常務執行役員 田中　良一 2022年4月30日退任予定

（SMBCコンサルティング㈱に転出予定）

常務執行役員 影山　善章 2022年4月30日退任予定

（住友三井オートサービス㈱に転出予定）

常務執行役員 井上　隆之 2022年6月29日退任予定

（当行　監査等委員である取締役に就任予定※）

執行役員 中村　信明 2022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 金子　宏之 2022年4月30日退任予定

（SMBC日興証券㈱　執行役員に就任予定）
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執行役員 安田　明弘 2022年4月30日退任予定

（黒田グループ㈱　取締役に就任予定）

執行役員 渡辺　敬之 2022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 Richard 2022年3月31日退任予定

John Miles

執行役員 2022年3月31日退任予定

（㈱SMBCモビットに転出予定）

７．執行役員の選任並びに役付執行役員の選定

（2022年4月1日付）

（新） （現）

（昇進） 川端　信之 専務執行役員 常務執行役員

（昇進） 内川　　淳 専務執行役員 常務執行役員

（昇進） 萩原　攻太郎 専務執行役員 常務執行役員

（昇進） 百留　秀宗 専務執行役員 常務執行役員

（昇進） 磯和　啓雄 常務執行役員 執行役員

（昇進） 小澤　伸雄 常務執行役員 執行役員

（昇進） 垣内　　隆 常務執行役員 執行役員

（昇進） 鮫島　夏洋 常務執行役員 執行役員

（昇進） 白井　康博 常務執行役員 執行役員

（昇進） 新山　英樹 常務執行役員 執行役員

（昇進） 馬渕　幸広 常務執行役員 執行役員
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（新） （現）

（昇進） Carl Adams 常務執行役員 執行役員

（昇進） Stanislas 常務執行役員 執行役員

Roger

（昇進） Richard A. 常務執行役員 執行役員

Eisenberg

（新任） 吉野　哲朗 執行役員 ㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

執行役員

（新任） 高橋　康典 執行役員 理事

1990年 欧州審査部長

（新任） 増田　　晶 執行役員 理事

1991年 不動産ファイナンス営業部長

（新任） 内田　英生 執行役員 本店営業第一部長

1992年

（新任） 加地　真紀子 執行役員 市場営業推進部長

1992年

（新任） 田中　恭二 執行役員 外苑エリア支店長

1992年

（新任） 青木　　耕 執行役員 法人審査部長

1993年

（新任） 執行役員 企業調査部長

1993年

（新任） 阪本　博一 執行役員 東京中央法人営業第二部長

1993年

（新任） 執行役員 欧州営業第三部

1993年 共同部長

（新任） 滝口　信行 執行役員 欧州オペレーション企画部長

1993年

（新任） 前田　　洋 執行役員 品質管理部長

1993年

（新任） 松田　秀峰 執行役員 名古屋営業部長

1993年

（新任） 横畑　　大 執行役員 欧州営業第一部長

1993年
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（新） （現）

（新任） 石橋　　優 執行役員 市場営業部長

1994年

（新任） 執行役員 カナダ支店

1994年 共同支店長

（新任） 河村　　洋 執行役員 渋谷法人営業第三部長

1994年

（新任） 渋谷　珠紀 執行役員 決済企画部長

1994年

（新任） Yunson Du 執行役員 SMBCキャピタル・マーケット会社

（社長）

（新任） Deborah A. 執行役員 米州戦略統括部

Freer 部付部長

８．役員の担当並びに職務の委嘱の変更

（2022年4月1日付）

（新） （現）

取締役
兼専務執行役員

工藤　禎子

取締役
兼専務執行役員

内川　　淳

取締役
兼専務執行役員

萩原　攻太郎

取締役
兼専務執行役員

百留　秀宗

専務執行役員 今枝　哲郎

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部担当役員 米州本部長
兼SMBCｱﾒﾘｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ会社
(社長)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部門
共同統括責任役員
(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略統括部他
 部門本店各部、
 ｱｼﾞｱ･大洋州本部、
 東ｱｼﾞｱ本部)

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部担当役員

ﾘｽｸ統括部、米州ﾘｽｸ管理部、
欧州ﾘｽｸ管理部、
ｱｼﾞｱ･大洋州ﾘｽｸ管理部、
東ｱｼﾞｱﾘｽｸ管理部、
投融資企画部、米州審査部、
欧州審査部、
ｱｼﾞｱ･大洋州審査部、
国際審査部担当役員

ﾘｽｸ統括部、米州ﾘｽｸ管理部、
欧州ﾘｽｸ管理部、
ｱｼﾞｱﾘｽｸ管理部、
投融資企画部、米州審査部、
欧州審査部、
ｱｼﾞｱ･大洋州審査部、
国際審査部担当役員

ｼｽﾃﾑ統括部、
ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨ統括部、
ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部、事務統括部、
市場決済部担当役員

ｼｽﾃﾑ統括部、
ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨ統括部、
ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部、事務統括部、
市場決済部副担当役員

広報部、経営企画部･
事業開発部･ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ企画部、
財務企画部担当役員、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ戦略部副担当役員

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部
副本部長
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
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（新） （現）

常務執行役員 小野　貴樹

常務執行役員

常務執行役員 伊藤　文彦

常務執行役員 内田　勝文

常務執行役員

常務執行役員 小林　　喬

常務執行役員 Rajeev
Veeravalli
Kannan

常務執行役員 後野　義之

常務執行役員 磯和　啓雄

常務執行役員 小澤　伸雄

常務執行役員 白井　康博

常務執行役員 新山　英樹

総務部、人事部･人材開発部、
品質管理部、
管理部副担当役員

人事部長

ﾎｰﾙｾｰﾙ部門副責任役員、
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部
副本部長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部
副本部長
本店営業本部 本店営業第二、
第八、第九部担当

大阪本店営業第一部長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部
副本部長
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

東日本第五法人営業本部長

ｱｼﾞｱ･大洋州本部
共同本部長

ｱｼﾞｱ･大洋州本部
副本部長
兼ｱｼﾞｱ･大洋州営業第二部長

ﾘｽｸ統括部、米州ﾘｽｸ管理部、
欧州ﾘｽｸ管理部、
ｱｼﾞｱ･大洋州ﾘｽｸ管理部、
東ｱｼﾞｱﾘｽｸ管理部副担当役員

ﾘｽｸ統括部、米州ﾘｽｸ管理部、
欧州ﾘｽｸ管理部、
ｱｼﾞｱﾘｽｸ管理部副担当役員

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長

広報部、経営企画部･
事業開発部･ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ企画部、
財務企画部副担当役員、
ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ本部担当、
ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ本部長

広報部、経営企画部･
事業開発部、
財務企画部副担当役員、
ﾎｰﾙｾｰﾙ部門副責任役員
(ﾎｰﾙｾｰﾙ統括部
 ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室)

ｱｼﾞｱ事業戦略本部長
兼ｱｼﾞｱ･大洋州本部
副本部長

欧阿中東本部
副本部長
兼ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
副本部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

米州本部長
兼SMBCｱﾒﾘｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ会社
(社長)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ統括部長

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部、
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部担当

ﾎｰﾙｾｰﾙ部門副責任役員、
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部長

ｱｼﾞｱ･大洋州本部
共同本部長

米州本部
副本部長
兼SMBCｱﾒﾘｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ会社
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（新） （現）

執行役員 藤田　勝也

執行役員 三宅　仁司

執行役員 吉野　哲朗

執行役員 重松　秀臣

執行役員 田原　英樹

執行役員 上村　明生

執行役員 川船　英生

執行役員

執行役員 井沢　知己

執行役員 勝山　誠一

執行役員 加藤　聡彦

執行役員 池田　和矢

執行役員 永田　有広

ﾘﾃｰﾙ統括部長
兼SMBCﾛｰﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱

SMBC日興証券㈱

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略統括部長 ｱｼﾞｱ･大洋州統括部長
兼ｱｼﾞｱ事業部上席推進役

市場営業統括部長
兼市場運用部長

市場運用部長

ﾎｰﾙｾｰﾙ部門副責任役員
(法人審査部)、
ﾘﾃｰﾙ部門副責任役員
(ﾘﾃｰﾙ審査部)

ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ部長
兼㈱SMBCｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

東日本第三法人営業本部長 丸ノ内法人営業部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部
副本部長

赤坂法人営業部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部
副本部長

広報部長

ｱｼﾞｱ事業戦略本部
副本部長

ﾘﾃｰﾙ統括部長
兼SMBCﾛｰﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱

欧阿中東本部
副本部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

欧州統括部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部門
副責任役員、
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
副本部長

ｼﾄﾞﾆｰ支店長

監査部･与信監査部担当役員 ㈱三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
執行役員

ｱｼﾞｱ･大洋州本部
副本部長
兼ｱｼﾞｱ･大洋州営業第一部長

ｱｼﾞｱ･大洋州本部
ﾀｲ総支配人
兼ﾊﾞﾝｺｯｸ支店長
兼ｱｼﾞｱ･大洋州営業第二部
部付部長

市場営業統括部
部付部長

市場ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長
兼市場営業統括部
部付部長
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（新） （現）

執行役員 Paul Derek
Gibbon

執行役員 高橋　康典

執行役員 増田　　晶

執行役員 内田　英生

執行役員 田中　恭二

執行役員

執行役員 阪本　博一

執行役員 滝口　信行

執行役員 横畑　　大

執行役員

執行役員 河村　　洋

執行役員 渋谷　珠紀

執行役員 Deborah A.
Freer

欧州統括部長
兼欧州ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ企画部
共同部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

欧州ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ企画部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長 決済企画部長

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
副本部長

不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ営業部長
兼不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ法人営業部
部付部長

ｱｼﾞｱ･大洋州営業第二部長 本店営業第一部長

米州戦略統括部
部付部長
兼米州ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部
部付部長

米州戦略統括部
部付部長
兼米州ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部
部付部長
兼SMBC日興ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｱﾒﾘｶ会社

大阪本店営業第一部長 欧州営業第一部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部長 ｶﾅﾀﾞ支店
共同支店長

本店営業第五部長 渋谷法人営業第三部長

欧州営業第五部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

欧州営業第五部
共同部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

米州審査部、欧州審査部、
ｱｼﾞｱ･大洋州審査部、
国際審査部副担当役員

欧州審査部長
兼SMBCﾊﾞﾝｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

外苑ｴﾘｱ支店長
兼ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｳｪﾙｽ営業部
部付部長

外苑ｴﾘｱ支店長
兼外苑ｴﾘｱ外苑ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
営業部長

以 　上

本店営業第一部長 企業調査部長

東日本第二法人営業本部長 東京中央法人営業第二部長
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