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各位 

JTCホールディングス株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

 

 

新銀行の役員人事及び部長人事について 

 

 

JTCホールディングス株式会社（代表取締役 渡辺 伸充）、日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（代表取締役 田中 嘉一）及び資産管理サービス信託銀行株式会社（代表

取締役 渡辺 伸充）は、本年 7 月 27 日付で３社合併を予定しておりますが、新銀行（商

号：株式会社日本カストディ銀行）の役員人事及び部長人事について、別紙の通り内定いた

しましたのでお知らせいたします。 

なお、本件は関係当局の許認可及び新銀行での株主総会決議等を前提としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

JTC ホールディングス株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

経営企画部 

企画部 

経営企画部 

上段 

村上 

鍵本 

03-6220-2071 

03-6220-2071 

03-6220-4163 

 

  



別紙 

日本カストディ銀行（2020年 7月 27日付で日本トラスティ・サービス信託銀行より商号変

更予定）の役員・部長人事について（2020年 7月 27日付） 
 

１．役員人事について 

（１）取締役 

役職 氏名 現職 

取締役会長 田中 洋樹 JTCHD取締役会長、JTSB取締役、TCSB取締役 

代表取締役社長 渡辺 伸充 JTCHD代表取締役社長、TCSB代表取締役社長 

代表取締役副社長 田中 嘉一 JTCHD代表取締役副社長、JTSB代表取締役社長 

取締役専務執行役員 野口 正敏 JTCHD取締役、JTSB代表取締役副社長 

取締役専務執行役員 下釜 光滋 TCSB理事 

取締役専務執行役員 髙橋 寬 JTCHD取締役、JTSB代表取締役副社長 

取締役専務執行役員 小幡 浩之 JTCHD取締役、TCSB専務取締役 

取締役（非常勤） 溝田 泰夫 JTCHD取締役（非常勤） 

取締役（非常勤） 齊藤 宗孝 JTCHD取締役（非常勤） 

 

（２）監査役 

役職 氏名 現職 

監査役 坪井 達也 JTSB監査役 

監査役 広坂 浩 元 朝日生命保険相互会社 監査役 

監査役 斎藤 慎 TCSB監査役 

監査役 八田 恭忠  JTSB監査役 

監査役（非常勤） 池村 重徳 
JTCHD監査役（非常勤）、三井住友トラスト・ホールディン

グス株式会社 執行役兼執行役員 

監査役（非常勤） 春名 貴之 
JTCHD 監査役（非常勤）、株式会社かんぽ生命保険 執

行役 運用企画部長 

 

（３）執行役員 

役職 氏名 現職 

常務執行役員 田辺 正人 JTSB常務取締役 

常務執行役員 牧野 靖 TCSB常務取締役 

常務執行役員 吉田 昌史 TCSB常務執行役員 プロダクト部門長 

常務執行役員 望月 稔 TCSB常務執行役員 

常務執行役員 武井 祐司 JTSB常務取締役 

常務執行役員 石 貴浩 JTSB常務取締役 

執行役員 笠原 泰 JTSB執行役員 

執行役員 吉川 兼次 TCSB執行役員 ビジネス推進部門長 

執行役員 田川 昌明 JTCHD統合推進部長、JTSB執行役員 統合推進部長 

執行役員 業務監査部長 大橋 尚之 JTCHD業務監査部長、JTSB執行役員 業務監査部長 

執行役員 統合推進部長 小髙 宰 TCSB執行役員 統合推進部長 

執行役員 経営企画部長 佐藤 聡 JTCHD経営企画部長、JTSB執行役員 企画部長 

執行役員 生保資産管理部長 村川 琢 TCSB執行役員 生保資産管理部長 

執行役員 決済業務部長 日置 俊行 JTSB執行役員 決済業務部長 

執行役員 前田 昌生 JTSB執行役員 総務部長 

 



 

２．部長人事について 

役職 氏名 現職 

総務部長 錦戸 善文 JTCHD総務部長、TCSB経営企画部長 

人事部長 高木 正裕 JTCHD人事部長、TCSB人事部長 

事務統括部長 間部 道雄 JTCHD事務統括部長、JTSB事務企画部長 

システム統括部長 丸山 正人 JTCHDシステム統括部長、TCSB IT・システム統括部長 

リスク統括部長 山田 一人 JTCHD リスク統括部長、TCSB総合リスク管理部長 

コンプライアンス統括部長 藤原 彰吾 JTCHD コンプライアンス統括部長、TCSB 法務・コンプライアンス部長 

システムリスク管理部長 冨山 圭規 JTCHDシステムリスク管理部長、JTSB IT 管理部長 

業務推進部長 戸野塚 陽 JTSB業務推進部長 

資産運用部長 三村 栄 TCSB証券運用部長 

資金証券部長 篠田 昌男 TCSB資金証券部長 

資産管理第一部長 足立 陽一 JTSB ファンド管理部長 

資産管理第二部長 山本 修 TCSB受託資産サービス部長 

投資信託第一部長 橋本 英則 JTSB投資信託第一部長 

投資信託第二部長 上野 方寛 JTSB投資信託第二部長 

投資信託第三部長 金井 潤 TCSB投資信託部長 

国内業務第一部長 中山 良太 JTSB国内証券部長 

国内業務第二部長 中村 邦彦 TCSB国内資産管理部長 

外国業務第一部長 西野 隆 JTSB外国証券部長 

外国業務第二部長 橋口 英雄 TCSB海外資産管理部長 

コーポレートアクション部長 玄田 真一 JTSB コーポレートアクション部長 

監理事務部長 川島 昭男 JTSB監理事務部長 

運用サービス第一部長 四方田 陽一 JTSB運用管理サービス第一部長 

運用サービス第二部長 唐津 安雄 JTSB運用管理サービス第二部長 

運用サービス第三部長 宮瀬 真一 TCSB運用事務サービス部長 

コラテラル業務部長 後藤 毅 TCSB コラテラル業務部長 

システム推進部長 武田 伸介 TCSBシステム推進部長 

IT業務推進部長 川久保 貴史 JTSB IT業務推進部長 

EUC統括部長 増本 直晃 JTSB EUC統括部長 

開発第一部長 菊池 亨 JTSB開発第一部長 

開発第二部長 江口 和博 JTSB開発第二部長 

開発第三部長 塩津 博史 JTSB開発第三部長 

IT基盤技術部長 熊倉 守浩 JTSB IT基盤技術部長 

システム運用部長 貫洞 明彦 JTSBシステム運用部長 

統合開発推進部長 岡田 哲郎 JTSB統合開発推進部長 

 

※「現職」欄の略称は、JTCHD：JTCホールディングス、 

  JTSB：日本トラスティ・サービス信託銀行、TCSB：資産管理サービス信託銀行 


