
Our Foundation

お客さまに感動を与える銀行へ

お客さま本位の視点を浸透させてほしい

　2020年度は、当行のキャッシュレス決済サービスに

おいて、不正利用被害が多数発生しました。このような

不正利用を完全に防御できなかったこと、また、被害に

遭われたお客さまへの補償に長い期間を要したことに

ついて、お客さまや関係各所から大変厳しいご指摘をい

ただきました。

　この問題については、監査委員会として看過できない

事態であるとの認識のもと、監査部門に対し事実関係の

調査を直接指示し、その調査結果および執行役へのヒアリ

ングに基づきガバナンス検証を行い、速やかに取締役会へ

の報告、提言を実施しました。この提言も踏まえ、執行サ

イドが各種の取組みを迅速に進めたことから、現在では、

セキュリティの向上および被害に遭われたお客さまへの

補償態勢の整備がなされています。

　一連の経緯のなかで、ガバナンスの観点からは、致命

的な欠陥は認められませんでしたが、社内の各部署にお

いて「お客さま」に対する視点が十分に行き届いていれ

ば、このような事象は起こり得なかったと考えています。

今後もデジタル化の進展に伴い、これまで経験したこと

のない不正利用に直面する危険性があります。私は、再

発を防止するためには、経営陣が先頭に立ち、お客さま

本位の視点を社員一人ひとりの意識レベルまで浸透させ

ることこそが最も肝要であると思います。その結果、お

客さまに感動を与えるレベルの対応が社内の随所で見ら

れるようになることを期待しています。

中期経営計画（2021年度～2025年度）のもと、当行の果たすべき役割を全うする

　今般発表した中期経営計画については、多岐にわたる

論点を交え活発な議論を行いました。なかでも、低金利

の長期継続など厳しい経済環境下における銀行経営の将

来を見据えた「ビジネスモデルの変革」や「財務目標のあ

り方」などに議論が集中しました。

　私は、ユニバーサルサービスを提供する義務を負う日

本郵政グループの一員である当行が目指すべき収益性目

標（ROE等）や効率性目標（経費率等）のあり方について、

単に数値の向上を目指すことが正しいとは思いません。

つまり、株式会社として株主のみなさまが納得できる数
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お客さまに感動を与える銀行へ

当行ほど社外取締役全員が闊達に意見を述べ、
かつ、執行サイドがそれを真摯に受け入れ、
経営に反映している会社は稀ではないかと
思っています。

値目標、そして「日本全国あまねく誰にでも『安心・安全』

『親切・丁寧』な金融サービスを提供する」という当行の果

たすべき役割を両立できる最適解を追求していかねばな

らないと考えています。

　また、ESG経営については、当行は中期経営計画にお

いて4つの重点課題を設定し、取組みを加速しています。

その中の一つである「地域経済発展への貢献」について

は、特に思い入れがあります。この重点課題の中軸を担

う施策が地域活性化ファンドへの取組みですが、その計

画段階であった当時の取締役会で、私は、「収益の拡大が

喫緊の課題であり、地域活性化ファンドに経営資源を投入

するよりも、役務取引等収益の拡大や運用の高度化・多

様化が優先されるべき」という、どちらかと言うと否定的

な見解を示していました。

　その後時を経て、当行でしか提供できない価値、言わ

ば当行の存在意義について熟慮するなかで、全ての社員

が結集できる高邁な目標を目指すことが真に大切なこと

であり、とりわけ日本全国に基礎的な金融サービスを提

供する責務を負う日本郵政グループの一員である当行に

とって、「地域活性化ファンド」はふさわしい取組みである

と、当時から考えが大きく変わりました。このような思い

からも、重点課題の一つである「地域経済発展への貢献」

への取組みについて、収益面にも留意しつつ、大いに注

目していきたいと思います。

自由闊達で実効性の高い取締役会を評価しています

　私は、これまで国内外の数社で取締役を経験していま

すが、当行ほど社外取締役全員が闊達に意見を述べ、か

つ、執行サイドがそれを真摯に受け入れ、経営に反映して

いる会社は稀ではないかと思っています。社内取締役が

こうした取締役会の雰囲気を醸成している点も評価して

います。また、社外取締役の経歴は実に多岐にわたり、そ

の知見に根差した意見が述べられている点も瞠目すべき

であり、それゆえに各取締役のご意見からはいつも新た

な気付きを得られます。さらに、取締役会に提供される

情報についてもオープン、かつ詳細に記載された資料が

準備されています。このような様態から、取締役会によ

る監督の実効性は高いと確信しています。

　一方、課題としては、取締役会における報告事項が多

いことに加え、その詳細さゆえ、資料が膨大なことです。

監査の観点からは歓迎すべきですが、中には、周密な確

認はとても行えないような資料もあるため、この点につ

いては改善の余地があると考えます。

これからのゆうちょ銀行の積極果敢な変革に期待します

　私が社外取締役に就任した年に当行は上場を果たしま

した。上場当初は、株主とのコミュニケーション等には

「不慣れ」と思われる部分も散見されましたが、初の株主

総会以降、期を重ねるごとに改善し、充実した対応が取ら

れてきています。その順応のスピード感と熱量に、私は

大変驚かされています。これはほんの一例に過ぎません

が、当行の社員のポテンシャルとスキルは非常に高く、か

つ与えられたミッションに対して真面目に取り組む姿勢は

素晴らしいと感じており、こうした社員の力は、今後の成

長に大いに影響していくと期待しています。

　また、前述のキャッシュレス決済サービスにおける不正

利用への対応を契機として顕在化した部門間の連携の脆

弱性を改善すべく、社内において企業文化の改革が推進

されています。これは大いに進める必要があると考えま

すが、私から見れば、程度の差こそあれ、どの会社組織に

も共通する課題のように思えます。むしろこれからのゆ

うちょ銀行に肝心なことは、「新たな時代におけるユニ

バーサルサービス」の姿をグループ全体で模索すると同

時に、「株主から託された営利事業」であることをより強

く意識して、時代に即応し、果敢に改革していく姿勢です。

この変革に私も全力で協力していく所存です。
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男性

75%

女性

25%

取締役会の男女比率社外取締役比率

社内取締役

34%

社外取締役

66%

取締役会における

ジェンダーの多様性

ゆうちょ銀行のコーポレート・ガバナンスの特徴	 （2021年7月1日現在）

経営の意思決定の迅速化・透明性向上のため、

指名委員会等設置会社を採用

多様な経験・知見を持つ社外取締役が取締役会の構成メンバー

3委員会は社外取締役を中心に構成

社外取締役のバックグラウンド

インターネット
マーケティング

人材育成経営

法務 財務・会計 金融

報酬委員会
構成人数

社外取締役3名
社内取締役1名

指名委員会
構成人数

社外取締役3名
社内取締役2名

監査委員会
構成人数

社外取締役3名
社内取締役1名
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基本的な考え方
　当行は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主を含むすべてのステークホルダーの

皆さまとの関係を重視し、次の考え方を基本として当行のコーポレートガバナンス体制を整備してまいります。

1  郵便局をメインとするネットワークを通じて銀行

サービスを提供することにより、安定的な価値を創

出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性

を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追

求し続けます。

2  株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、

株主のみなさまの権利及び平等性が適切に確保さ

れるよう配慮してまいります。

3  株主を含むすべてのステークホルダーのみなさま

との対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目

指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切

な情報の開示・提供に努めます。

4  経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべての

ステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、

取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断

な意思決定・業務執行を行ってまいります。

取締役会の実効性評価
評価の方法 
　当行取締役会は、各取締役の自己評価を踏まえた取締役会全体の実効性評価に関するアンケート結果をもとに 

議論を行い、当行取締役会の実効性に関する分析および評価を行っています。

　評価にあたっては、取締役会の構成員のアンケートによる自己評価を実施しています。事前に実施したアンケートの

内容（一部）は以下のとおりです。

 当行の経営およびこれに関連する事項（財務・会計・法務等）に関する知識・経験・能力のバランスならびにバックグラウンド等に関
する多様性は十分に確保されていますか。

 社外取締役による問題提起を含め、自由闊達で建設的な議論・意見交換を重視する雰囲気が形成されていますか。

 社外取締役に対して、当行の経営・財務・リスク管理、コンプライアンスに係る情報や、当行の経営課題等に関する情報が、適時
的確に提供されていますか。

評価結果の概要
当行取締役会は、その過半数が多様な知識と経験を有する社外取締役で構成され、各取締役はそれぞれの立場から忌憚なく意見交換を
行い、重要な経営課題について活発な議論を展開しております。
2020年度は、新型コロナウイルスの感染が急速に拡大する中、リモート出席環境の改善や取締役会資料の事前閲覧環境の整備等、議論の
さらなる充実化に資する取り組みもあり、中期経営計画をはじめ、経営上の重要な意思決定事項に関する活発な議論および適切な監督を
行う等、取締役会の実効性は総じて確保されていると評価しております。

課題
一方、キャッシュレス決済サービスの不正利用事案を契機として、重要な経営課題を、取締役会がより早期に把握することが必要と認識しまし
た。このため、重要な情報の取締役会への早期伝達、取締役会資料における重要案件や論点の一層の明確化、継続的な議論を行う案件のフォ
ローアップ方法の改善等が、取締役会の実効性のさらなる向上に向けた今後の課題と認識しております。また、取締役会の運営についても、
議案の絞り込みや重要度に応じた時間配分等にも改善の余地があると認識しております。

今後に向けた取り組み
上述の課題認識を踏まえ、特に社外取締役がその知見を一層発揮できるよう、取締役会資料と取締役会運営の改善に取り組み、取締
役会においては、重要な経営課題により多くの審議時間を充てるよう改善を図ります。こうした施策により、取締役会における議論の
一層の活性化と取締役会のさらなる監督機能の充実に取り組んでまいります。

2020年度に取締役会で議論された主な議題
 中期経営計画（2021年度～2025年度）の策定

 リスクアペタイト・ステートメント

 2021年度経営計画の策定

 2020年度経営計画の推進

 キャッシュレス決済サービスにおける不正利用等に関する対応

 お客さま本位のサービス向上

 マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の推進

 サイバーセキュリティ管理態勢強化

 ESG経営の推進

 「内部統制システムの構築に係る基本方針」の運用状況
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代表執行役社長

コンプライアンス
委員会

リスク管理 
委員会 ALM委員会 ESG・CSR

委員会
情報開示 
委員会

サービス向上
委員会

7  内部統制会議

相互連携

会計監査

内部監査

報告

報告

報告

報告

監査

8  （専門委員会）

監督

3  報酬委員会2  指名委員会

1  取締役会

4   監査委員会

会計監査人

監査部門

コーポレートガバナンス体制
　当行では、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度を採用して

おります。指名委員会、報酬委員会および監査委員会を設置して、取締役会および3委員会が経営を確実にチェック

できる体制としています。  

取締役会および3委員会の構成・出席状況・社外取締役のスキル

株主総会

選任・解任選任・解任

（2021年7月1日現在）社内取締役 社外取締役社内非執行取締役 委員長 男性 女性

選定・解職選定・解職

取締役会 指名委員会 報酬委員会 監査委員会   

社内
取締役

池田 憲人 13回／13回 1回／1回

田中 進 13回／13回
社内
非執行
取締役

増田 寬也 11回／11回 1回／1回 2回／2回

社外取締役のスキル小野寺 敦子 11回／11回 14回／14回

社外
取締役

池田 克朗 13回／13回 4回／4回 委員長 18回／18回 財務・会計

中鉢 良治 13回／13回 2回／2回 委員長 4回／4回 経営

竹内 敬介 13回／13回 1回／1回 4回／4回 経営

海輪 誠 13回／13回 委員長 2回／2回 経営

粟飯原 理咲 13回／13回 インターネットマーケティング

河村 博 11回／11回 14回／14回 法務

山本 謙三 10回／11回 14回／14回 金融

漆 紫穂子 ̶ ̶ ̶ ̶ 人材育成

※2020年度（2020年4月～2021年3月）出席回数／開催回数（就任後）

コンプライ 
アンス部門

コーポレート 
スタッフ部門

リスク管理 
部門 事務部門 システム

部門
地域リレー
ション部門 市場部門 営業部門 エリア本部・ 

営業所
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執行役の選解任・取締役候補者の指名
執行役の選解任および取締役候補者の指名を行うにあたっての方針・手続きについては、「執行役選解任基準」

および「取締役候補者指名基準」を当行Webサイトで開示しております。

 https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/pdf/sikkouyakukijun.pdf

more info
執行役選解任基準

 https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/pdf/torisimariyakukijun.pdf

more info
取締役候補者指名基準

1  取締役会
取締役会は12名の取締役で構成されています。12名
のうち2名は執行役を兼務する取締役で、8名は社外取
締役によって、経営の監督機能を担っています。

2  指名委員会
取締役の選任および解任に関する基準を決定します。ま
た、株主総会に提出する取締役の選任または解任に関
する議案の内容を決定します。

3  報酬委員会
執行役および取締役の個人別の報酬等の内容に係る決
定に関する方針を決定します。また、執行役および取締
役の個人別の報酬等の内容を決定します。

4  監査委員会
執行役および取締役の職務の執行の監査ならびに監査
報告書の作成をします。また、株主総会に提出する会計
監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任し
ないことに関する議案の内容を決定します。

5  業務執行機能（執行役）
執行役は、取締役会により選任され、経営の業務執行機
能を担っています。代表執行役社長は、取締役会から委
任された権限と責任を十分踏まえた業務の執行を行っ
ています。また、執行役の報酬と株式価値との連動性を
明確にし、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上に対する執行役の貢献意識をいっそう高めるため、
信託を活用した株式報酬制度を導入しています。これに
より、執行役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」
と、変動報酬としての「業績連動型株式報酬」により構成
されます。

6  経営会議
代表執行役社長の諮問機関として経営会議を設置し、業務
の執行に関する重要な事項について協議を行っています。

7  内部統制会議
代表執行役社長の諮問機関として内部統制会議を設置
し、法令等遵守などの内部統制に関する最重要事項につ
いて協議を行っています。

8  専門委員会
専門的な議論が必要な事項については、経営会議の諮問
機関である以下の専門委員会にて協議を行っています。

各専門委員会の役割
 コンプライアンス委員会

 コンプライアンス態勢、コンプライアンス・プログラムの策
定およびそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行
います。
 リスク管理委員会

 リスク管理の枠組みに関する事項として、リスク管理態
勢・運営方針の策定およびリスク管理の状況などに関す
る協議・報告を行います。
 ALM委員会

 ALMの基本計画・運営方針の策定や管理項目の設定およ
びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
 ESG・CSR委員会

 ESG・CSRの基本方針・活動計画の策定およびそれらの
進捗状況などに関する協議・報告を行います。
 情報開示委員会

 情報開示の適正性・有効性を確保するため、情報開示に
係る基本方針の策定や開示内容および開示推進状況の
協議・報告を行います。
 サービス向上委員会

 お客さま本位の業務運営に係る方針、お客さま本位の商
品・サービス向上に係る計画の策定およびそれらの進捗
状況などに関する協議・報告を行います。
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役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針 （2021年7月1日現在）

　当行の取締役および執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る

決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。　　

1    報酬体系

（1）  取締役と執行役を兼務する場合は、執行役とし

ての報酬を支給する。

（2）  当行の取締役が受ける報酬については、経営等

に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に

応じた確定金額報酬を支給するものとする。

（3）  当行の執行役が受ける報酬については、職責に

応じた基本報酬（確定金額報酬）及び業績連動

型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成

長に向けた健全なインセンティブとして機能す

る仕組みとする。

2    取締役の報酬

取締役の報酬については、経営の監督という主たる役

割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給

し、その水準については取締役としての職責の大きさ並

びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。

3    執行役の報酬

執行役の報酬については、役位によって異なる責任

の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本

報酬（確定金額報酬）及び経営計画の達成状況等を反映

させた業績連動型の株式報酬を支給する。

基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと

当銀行の現況を考慮して相応な程度とする。

株式報酬については、持続的な成長に向けた健全な

インセンティブの観点から、別に定める職責に応じた基

本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営

計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出

されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイ

ントに応じた株式を給付するものとする。ただし、その

うちの一定割合については、株式を換価して得られる金

銭を給付するものとする。

なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する

執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社

において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬

水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応

じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬とす

ることができる。

報酬種類 支給基準 支給方法

基本報酬
（固定）

職責および当行の現況を考慮して相応な程度
毎月

（現金）

株式報酬
（業績連動）

以下の計算式で算出されるポイントを毎年付与し、累積され
たポイントに応じた株式を給付。
1  基本ポイント （職責に応じ付与）
2  評価ポイント （個人別評価に基づいて付与）
3  係数 （経営計画の達成状況に応じて変動）※

（ 1 + 2 ）× 3

退任時
（株式、ただし一定割合 
については現金）

※2020年度の指標は当期純利益、総預かり資産営業および役務手数料拡充、運用高度化およびリスク管理高度化

執行役の報酬概要
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現在の日本郵政グループ体制図 （2021年3月末現在）

社外取締役のサポート体制
当行は、取締役会の実効的かつ円滑な運営の確保、特に社外取締役による監督の実効性を高めるため、取締役に対して、

次の対応を行っております。

（1）  時間的余裕を持った年間スケジュールの調整

（2）  必要に応じた情報の適時適切な提供

（3）  議案の内容等の十分な事前説明および事前の検討

時間の確保

（4）  取締役会における質疑時間の確保

また、取締役会を効果的かつ効率的に実施するための運営支援ならびに社外取締役との連絡・調整等のため、適切

な人員を配置しております。

日本郵政グループ協定について
　日本郵政株式会社は当行の親会社であり、当行は、

日本郵政株式会社の企業グループ（日本郵政グループ）

における唯一の銀行です。

　当行は、日本郵政株式会社と人的・資本的関係等で

密接な関係にありますが、当行の責任により意思決定

を行い、独立して経営・事業運営を行っています。

　当行は、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株

式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループ各

社の相互の連携・協力、シナジー効果の発揮が、グルー

プ各社、ひいては日本郵政グループ全体の価値を向上

させることに鑑み、グループ共通の理念・方針などのグ

ループ運営に係る基本的事項を定め、円滑なグループ

運営に資することを目的とした日本郵政グループ協定

を締結しています。

　この協定を受け、当行は、日本郵政株式会社との間

で、日本郵政グループ運営に関する契約等を締結し、グ

ループ運営の重要事項を、同社との事前協議事項、同

社への報告事項としていますが、同社は当行の意思決

定を妨げ、または拘束しない旨明定しています。さら

に、上記協定では、当行を含む同社の事業子会社は、日

本郵政グループに属する利益を活用し、自主的・自律的

な経営を行う旨等も定めています。

 日本郵政ホーム    企業情報    経営理念・経営方針、ガバナンス等    グループ・ガバナンス

more info
日本郵政グループ協定

保有割合が50%程度になるまで段階的に売却
金融2社の経営状況、ユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を
勘案しつつ、できるだけ早期に全株処分を目指す【郵政民営化法】

株式保有割合

約64.5%※2 ※3

株式保有割合※1

約89.0%※2

株式保有義務
100%
【郵政民営化法】

【郵政民営化法】株式保有義務1／3超
政府

日本郵便 ゆうちょ銀行 かんぽ生命

日本郵政

 銀行窓口業務

業務委託 業務委託
 郵便 ·物流事業
 国際物流事業
 郵便窓口業務

 保険窓口業務

※1 日本郵政の株式保有割合50%超→新規業務：認可制
 日本郵政の株式保有割合50%以下→新規業務：届出制
※2 自己保有株式を除く発行済株式総数に対する保有割合
※3 2021年5月のかんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じた売付けおよび同年6月の株式処分信託の設定により、株式保有割合は約49.9％となりました。
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役員等一覧	（2021年7月1日現在）

取締役

社外取締役※1

池田　憲人

略歴
1970年4月 株式会社横浜銀行入行 1996年6月 同社取締役融
資管理部長 1997年6月 同社取締役総合企画部長 2001年4
月 同社代表取締役（CFO 最高財務責任者） 2002年4月 同社
代表取締役（CPO 最高人事責任者） 2003年6月 同社取締役 
横浜キャピタル株式会社代表取締役会長 2003年12月 株式会
社足利銀行頭取（代表取締役） 2004年6月 同社頭取（代表執
行役） 2008年9月 A.T.カーニー特別顧問 2012年2月 株式会
社東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長 2016年
4月 当行代表執行役社長 6月 当行取締役兼代表執行役社長
（現任） 日本郵政株式会社取締役（現任）

選任理由
株式会社横浜銀行取締役、株式会社足利銀行頭取等を歴任するとともに、当行代
表執行役社長として当行の経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、
当行取締役会の意思決定機能および監督機能の強化に十分な役割を果たすこと
が期待できるためであります。

選任理由
当行コーポレートスタッフ部門等において要職を歴任するとともに、当行代表執
行役副社長として当行の経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、当
行取締役会の意思決定機能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが
期待できるためであります。

略歴
1982年4月 郵政省入省 2000年7月 同省郵務局国際課長 2001
年1月 総務省郵政企画管理局郵便企画課国際企画室長 2001
年7月 同省郵政企画管理局貯金経営計画課長 2003年1月 郵政
事業庁貯金部資金運用課長 2003年4月 日本郵政公社郵便貯
金事業本部企画部長 2004年6月 内閣官房郵政民営化準備室
参事官 2006年9月 日本郵政公社金融総本部郵便貯金事業本
部企画部長 2007年10月 当行執行役 2009年6月 当行常務執
行役 2010年10月 日本郵政株式会社常務執行役（現任） 2012
年4月 当行専務執行役 2013年6月 当行取締役兼執行役副社
長 2015年3月 当行取締役兼代表執行役副社長（現任）田中　進

略歴
1974年4月 大正海上火災保険株式会社入社 1999年6月 三井
海上火災保険株式会社経理部長 2003年6月 三井住友海上火
災保険株式会社取締役執行役員経理部長 2005年4月 同社取
締役常務執行役員（経理担当） 2006年4月 同社取締役常務執
行役員金融サービス本部長（財務・運用担当） 2008年4月 三
井住友海上グループホールディングス株式会社取締役 2010年
4月 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員 
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
取締役執行役員 2011年6月 同社監査役 2015年8月 当行取
締役（現任）

選任理由
長年にわたり金融機関の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家と
しての深い見識とともに、財務・会計に関する専門的な知識を有しており、その豊
富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能およ
び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

池田　克朗

略歴
1977年4月 ソニー株式会社入社 1999年6月 同社執行役員 2002
年6月 同社執行役員常務 2003年6月 同社業務執行役員上席
常務 2004年6月 同社執行役副社長COO 2005年4月 同社エ
レクトロニクスCEO 6月 同社取締役代表執行役社長 2009年
4月 同社取締役代表執行役副会長 2013年4月 独立行政法人
産業技術総合研究所理事長 2015年4月 国立研究開発法人産 
業技術総合研究所理事長 2018年6月 当行取締役（現任） 
2020年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所最高顧問
（現任）

選任理由
長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家とし
ての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機
能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

中鉢　良治

竹内　敬介

略歴
1970年4月 日本揮発油株式会社（現：日揮ホールディングス株
式会社）入社 2000年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取
締役 2002年6月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副
社長 2007年3月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社代表
取締役会長 2014年6月 同社相談役 2019年6月 当行取締役
（現任）

選任理由
長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家とし
ての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機
能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

海輪　誠

略歴
1973年4月 東北電力株式会社入社 2005年6月 同社取締役企
画部長 2007年6月 同社上席執行役員新潟支店長 2009年6
月 同社取締役副社長IR担当 2010年6月 同社取締役社長 
2015年6月 同社取締役会長 2019年6月 当行取締役（現任）
2021年4月 東北電力株式会社取締役相談役　2021年6月 同社
相談役（現任）

選任理由
長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家とし
ての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機
能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

増田　寬也 小野寺　敦子

略歴
1977年4月 建設省入省 1994年7月 同省建設経済局建設業課
紛争調整官 1995年4月 岩手県知事 2007年8月 総務大臣 内
閣府特命担当大臣 2009年4月 株式会社野村総合研究所顧
問 東京大学公共政策大学院客員教授（現任） 2020年1月 日
本郵政株式会社代表執行役社長 6月 当行取締役（現任） 日
本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長（現任） 日本郵便株
式会社取締役（現任） 株式会社かんぽ生命保険取締役（現任）

略歴
1981年4月 郵政省入省 1998年6月 同省大臣官房秘書課審議
会室長 2001年7月 郵政事業庁簡易保険部営業課長 2003年
4月 日本郵政公社広報部門広報部長 2006年7月 同社関東支
社副支社長 2007年10月 郵便局株式会社（現：日本郵便株式会
社）執行役員 2012年3月 同社執行役員北海道支社長 2013
年9月 日本郵政株式会社執行役郵政大学校長 2017年6月 当
行常務執行役　2020年6月 当行取締役（現任）

選任理由
岩手県知事、総務大臣など行政の要職を歴任するとともに、郵政民営化委員会の
委員長を務めた経験から日本郵政グループに関する十分な知見を有しております。
また、当行の親会社である日本郵政株式会社の取締役兼代表執行役社長として日
本郵政グループ全般の経営を担っており、その豊富な経験と実績を活かして、当行
取締役会の意思決定機能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待
できるためであります。

選任理由
日本郵政株式会社および日本郵便株式会社において要職を歴任するとともに、当
行常務執行役として当行の経営に携わった経歴を有しており、その豊富な経験と
実績を活かして、当行取締役会の意思決定機能および監督機能の強化に十分な役
割を果たすことが期待できるためであります。
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執行役

執行役
飯村　幸司
執行役
當麻　維也
執行役
傳　昭浩
執行役
福島　克哉
執行役
蓮川　浩二

執行役員※2

常務執行役員
サンチョ　清水　デイビッド
常務執行役員
貞永　英哉
常務執行役員
矢口　一成

執行役員
市川　達夫
執行役員
六嶋　一聡
執行役員
曽根　俊介

執行役員
中村　昌史
執行役員
足立　和宏
執行役員
石川　麻理

※1 池田 克朗、中鉢 良治、竹内 敬介、海輪 誠、粟飯原 理咲、河村 博、山本 謙三、漆 紫穂子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
※2 執行役員は、会社法に定める役員には該当いたしません。

選任理由
長年にわたりインターネットサービス事業の会社経営に携わり、インターネット
マーケティング等についての深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活
かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能および監督機能の強化
に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。

略歴
1996年4月 日本電信電話株式会社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社）入社 2000年5月 株式会社リクルート入
社 2003年1月 アイランド株式会社代表取締役社長（現任） 2019
年6月 当行取締役（現任）

粟飯原　理咲 河村　博

略歴
1977年4月 東京地方検察庁検事任官 2008年7月 最高検察庁
公判部長 2009年1月 千葉地方検察庁検事正 2010年4月 横浜
地方検察庁検事正 2012年1月 札幌高等検察庁検事長 2014
年1月 名古屋高等検察庁検事長 2015年3月 旭硝子株式会社
（現：AGC株式会社）社外監査役 4月同志社大学法学部教授
（現任） 6月 株式会社石井鐵工所社外監査役 2016年6月 同
社社外取締役（現任） 2020年6月 当行取締役（現任）

選任理由
長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての豊富
な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能および
監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。なお、
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはあり
ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断
いたしました。

山本　謙三

略歴
1976年4月 日本銀行入行 2002年2月 同行金融市場局長 2003
年5月 同行ニューヨーク駐在参事 12月 同行米州統括役兼
ニューヨーク事務所長 2005年7月 同行決済機構局長 2006年
7月 同行金融機構局長 2008年5月 同行理事 2012年6月 株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所取締役会長 2016年
3月 株式会社ブリヂストン社外取締役（現任） 2018年6月 オ
フィス金融経済イニシアティブ代表（現任） 2019年2月 一般財
団法人富山文化財団（現：公益財団法人富山文化財団）理事（現
任） 7月 住友生命保険相互会社社外取締役（現任） 2020年6月 
当行取締役（現任）

選任理由
長年にわたり日本銀行の要職を歴任し、その経歴を通じて培った金融市場・金融シ
ステムに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の
意思決定機能および監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるた
めであります。

漆　紫穂子

略歴
1986年4月 都内私立女子一貫校勤務 1989年4月 学校法人品川
女子学院勤務 2006年4月 学校法人品川女子学院校長 2014
年9月 内閣府「教育再生実行会議」委員（現任） 2016年2月 キ
ユーピー株式会社社外取締役（現任） 2017年4月 学校法人品
川女子学院理事長（現任） 2018年4月 カルチュア・コンビニエ
ンス・クラブ株式会社社外取締役（現任） 2019年6月 日新火災
海上保険株式会社社外取締役　2021年6月 当行取締役（現任）
東京海上日動火災保険株式会社監査役（現任）

選任理由
長年にわたり学校法人の理事長、政府関係会議の委員として活動し、学校経営、教
育・人材育成などについての深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活か
して、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能および監督機能の強化に
十分な役割を果たすことが期待できるためであります。なお、同氏は、過去に社外
役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の
理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

代表執行役社長
池田　憲人
代表執行役副社長
田中　進
執行役副社長
萩野　善教
専務執行役
矢野　晴巳
専務執行役
笠間　貴之
専務執行役
小藤田　実

常務執行役
玉置　正人
常務執行役
矢﨑　敏幸
常務執行役
田中　隆幸
常務執行役
新村　真
常務執行役
櫻井　重行
常務執行役
福岡　伸博
常務執行役
天羽　邦彦
常務執行役
奈倉　忍

執行役
牧野　洋子
執行役
尾形　哲
執行役
大野　利治
執行役
山田　亮太郎
執行役
月岡　治親
執行役
中尾　英樹
執行役
岸　悦子
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