
2018年 9月 7日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

役員異動について  
 

下記のとおり常務役員・執行役員の担当業務の変更を行いますので、お知らせいたします。 

 

なお、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下、MUFG という。）、㈱三菱ＵＦＪ銀行

（以下、銀行という。）および三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱（以下、証券という。）の常

務役員または執行役員を兼職する弊社常務役員・執行役員については、ご参考として、各社にお

けるそれぞれの担当業務についても、記載しております。 
 

記 
 

2018 年 9 月 7 日付執行役員担当業務 

新職 旧職 継続職 氏名 

執行役員 

業務ＩＴ企画部長
（CISO(※)） 
 
[MUFG] （兼職） 

執行役員 

グループ Deputy CISO（※） 
並びに事務・システム企画部
部長（特命担当） 

執行役員 

業務ＩＴ企画部長 

 

 

[MUFG] （兼職） 

執行役員 

事務・システム企画部部長
（特命担当） 

執行役員 

業務ＩＴ企画部長 

 

 

[MUFG] （兼職） 

執行役員 

事務・システム企画部部長
（特命担当） 

下口 幸徳 

※CISO：Chief Information Security Officerの略 

 

2018 年 10 月 1 日付常務役員担当業務 

新職 旧職 継続職 氏名 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
（不動産営業第 3 部、 
証券代行営業第 2 部、 
年金営業第 3部、 
年金営業第 4部） 
 

[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマー
ケッツ担当エグゼクティブ 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
 

 

 

 

 

[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマー
ケッツ担当エグゼクティブ 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
 

 

 

 

 

[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマー
ケッツ担当エグゼクティブ 

小林 真 

（変更部分は下線にて表示） 

（変更部分は下線にて表示） 



新職 旧職 継続職 氏名 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
アセットマネジメント副事
業長（運用商品開発部、 
海外アセットマネジメント
事業部）、 

海外投資家営業部、 
海外投資家営業部長委嘱 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
アセットマネジメント副事
業長（運用商品開発部、 
海外アセットマネジメント
事業部）、 

海外投資家営業部 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
アセットマネジメント副事
業長（運用商品開発部、 
海外アセットマネジメント
事業部）、 
海外投資家営業部 
 

鈴木 晃 

取締役常務執行役員 

受託財産部門長 
（受託監理部、 
資産形成アドバイザリー部） 
 
 

[MUFG] （兼職） 

執行役常務 
受託財産事業本部長 

取締役常務執行役員 

受託財産部門長 
（受託財産企画部、 
受託監理部、 
資産形成アドバイザリー部） 
 

[MUFG] （兼職） 

執行役常務 
受託財産事業本部長 

取締役常務執行役員 

受託財産部門長 
（受託監理部、 
資産形成アドバイザリー部） 
 

 

[MUFG] （兼職） 

執行役常務 
受託財産事業本部長 

横川 直 

常務執行役員 

受託財産副部門長 
（受託財産企画部） 
 
[MUFG] （兼職） 

執行役員 

受託財産企画部担当 

常務執行役員 

受託財産企画部長委嘱 
 

 

[MUFG] （兼職） 

執行役員 

受託財産企画部長 

常務執行役員 

 

 

 

[MUFG] （兼職） 

執行役員 

 

安田 敬之 

 

2018 年 10 月 15 日付常務役員担当業務 

新職 旧職 継続職 氏名 

専務執行役員 

法人マーケット副部門長・ 
証券代行事業長 
（法人マーケット統括部証券 
代行事業室、証券代行部、 
証券代行営業推進部、 
証券代行営業第 5 部、 
証券代行営業第 6 部、 
証券代行営業第 7 部） 

専務執行役員 

法人マーケット副部門長・ 
証券代行事業長 
（法人マーケット統括部証券 
代行事業室、証券代行部、 
証券代行営業推進部） 

専務執行役員 

法人マーケット副部門長・ 
証券代行事業長 
（法人マーケット統括部証券 
代行事業室、証券代行部、 
証券代行営業推進部） 

浅野 誠一郎 

常務執行役員 

営業第 1 本部長 
（不動産営業第 1部、 
証券代行営業第 1部、 
年金営業第 1部） 

 
 
[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第一本部副本部長 

常務執行役員 

営業第 1 本部長 
（不動産営業第 1部、 
証券代行営業第 1部、 
年金営業第 1部､ 
年金営業第 2部） 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第一本部副本部長 

常務執行役員 

営業第 1 本部長 
（不動産営業第 1部、 
証券代行営業第 1部、 
年金営業第 1部） 

 
 
[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第一本部副本部長 

中西 弘 

（変更部分は下線にて表示） 



新職 旧職 継続職 氏名 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
（不動産営業第 3部、 
証券代行営業第 3 部、 
年金営業第 4部） 

 
 
[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマーケ
ッツ担当エグゼクティブ 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
（不動産営業第 3部、 
証券代行営業第 2 部、 
年金営業第 3部、 
年金営業第 4部） 

 

[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマーケ
ッツ担当エグゼクティブ 

常務執行役員 

営業第 3 本部長 
（不動産営業第 3部、 
年金営業第 4部） 

 
 
 

[MUFG] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューションユニット長 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

ソリューション本部長 

兼営業第三本部副本部長 

並びにグローバルコマーシ
ャルバンキング部門長補佐 

並びに金融市場部・ 

米州金融市場部・ 

欧州金融市場部・ 

アジア金融市場部の担当 

 

[証券] （兼職） 

常務執行役員 

グローバル業務戦略部の 
共同統括 

並びに海外キャピタルマー
ケッツ担当エグゼクティブ 

小林 真 

常務執行役員 

営業第 2 本部長 
（不動産営業第 2部、 
証券代行営業第 2 部、 
年金営業第 2部、 
年金営業第 3部）、 

営業第 4 本部長 
（不動産営業第 4部、 
証券代行営業第 4 部、 
年金営業第 5部） 
 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第二本部副本部長 
兼営業第四本部副本部長 

常務執行役員 

営業第 2 本部長 
（不動産営業第 2部）、 
営業第 4 本部長 
（不動産営業第 4部、 
証券代行営業第 3 部、 
年金営業第 5部） 

 
 
 
 
[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第二本部副本部長 
兼営業第四本部副本部長 

常務執行役員 

営業第 2 本部長 
（不動産営業第 2部）、 
営業第 4 本部長 
（不動産営業第 4部、 
年金営業第 5部） 
 
 
 
 

 

[銀行] （兼職） 

常務執行役員 

営業第二本部副本部長 
兼営業第四本部副本部長 

石川 恭 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
年金受託事業長 
（受託財産企画部年金受託事
業室、 
確定拠出年金業務部、 
年金コンサルティング部、
年金信託部、 
年金カスタマーサービス部）、 
年金事業長 
（法人マーケット統括部年
金事業室）、 
年金営業第 6部、 
年金営業第 7部 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
年金受託事業長 
（受託財産企画部年金受託事
業室、 
確定拠出年金業務部、 
年金コンサルティング部、
年金信託部、 
年金カスタマーサービス部）、 
年金事業長 
（法人マーケット統括部年
金事業室）、 

年金営業推進部 

常務執行役員 

受託財産副部門長・ 
年金受託事業長 
（受託財産企画部年金受託事
業室、 
確定拠出年金業務部、 
年金コンサルティング部、
年金信託部、 
年金カスタマーサービス部）、 

年金事業長 
（法人マーケット統括部年
金事業室） 

馬林 秀治 

以 上 


