
 
 

平成２０年５月１９日 
 

中央三井ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 
中央三井信託銀行株式会社               
中央三井ｱｾｯﾄ信託銀行株式会社 

    

 

    ｢中央三井トラスト・グループ｣各社の役員異動のお知らせ 
 
 

本日、５月 ３１日付および 7 月１日付の｢中央三井トラスト・グループ｣各社役員異動につい

て別紙のとおり決定いたしましたので、お知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜中央三井信託銀行株式会社＞ 
 

 執 行 役 員 の 異 動  
  （５月３１日付） 
 
     退  任 
         佐々川 茂（現 執行役員 渋谷支店長） 
          ６月１日付で三信振興(株)代表取締役社長に就任予定。 
 
  （７月 １日付） 
    
     昇  格 
       常務執行役員 
         中江 陽一（現 執行役員 営業企画部長） 
      
     新  任 
       執行役員 
         宮崎 卓也（現 本店営業第四部長） 
         奥平 博之（現 本店営業第五部長） 
         植木 利幸（現 本店営業第三部長）                                       
                                      以     上 

                                                      



    中央三井信託銀行株式会社 
     

新任常務執行役員 
 
 

なかえ よういち

中江 陽一 
 
昭和３１年  ３月   １日生  大阪府出身 
昭和５３年  ３月     慶應義塾大学   経済学部   卒業 
昭和５３年  ４月     三井信託銀行株式会社 入社 
平成１２年  ４月     中央三井信託銀行株式会社 総合資金部次長 
平成１２年  ９月      同   金融法人部長 
平成１４年  ３月      同   金融法人部長 兼 証券部長 
平成１５年  ７月      同   新宿西口支店長 
平成１７年  １月      同   営業企画部長 
平成１８年  ７月      同   執行役員 営業企画部長（現職） 
                            
 

 



中央三井信託銀行株式会社 
     

新任執行役員 
 
 

みやざき たくや

宮崎 卓也 
 
昭和３０年  ３月１１日生  佐賀県出身 
昭和５４年  ３月     山口大学 経済学部 卒業 
昭和５４年  ４月     中央信託銀行株式会社 入社 
平成１１年  １月    同 企画推進部 次長 
平成１２年  ４月     中央三井信託銀行株式会社 総合企画部 次長 
平成１２年 ７月    同 京成船橋支店長 
平成１３年 ２月    同 大阪支店 証券代行部長 
平成１４年１０月    同 証券代行営業部長 
平成１９年１０月    同 本店営業第四部長（現職） 
 

 



中央三井信託銀行株式会社 
     

新任執行役員 
 
 

おくだいら ひろゆき

奥平 博之 
 
昭和３２年  ８月１９日生  埼玉県出身 
昭和５６年  ３月     早稲田大学 商学部 卒業 
昭和５６年  ４月     三井信託銀行株式会社 入社 
平成１２年  ４月     中央三井信託銀行株式会社 融資推進部 次長 
平成１２年 ７月    同 千葉中央支店長 
平成１３年 ４月    同 たまプラーザ支店長 
平成１３年 ５月    同 たまプラーザ支店長 
               兼 市が尾支店長 
平成１５年 １月    同 本店融資業務部長 
平成１７年 ７月    同 本店営業第五部長（現職） 
 

 



中央三井信託銀行株式会社 
     

新任執行役員 
 
 

うえき としゆき

植木 利幸 
 
昭和３３年  ４月 ６日生  東京都出身 
昭和５６年  ３月     慶應義塾大学 経済学部 卒業 
昭和５６年  ４月     三井信託銀行株式会社 入社 
平成１１年 ８月    同 船橋支店 次長 
平成１２年  ４月     中央三井信託銀行株式会社 営業推進第三部 次長 
平成１２年 ９月    同 営業推進部 次長 
平成１３年 ７月    同 営業企画部 次長 
平成１４年 ２月    同 人事部 次長 
平成１６年 １月    同 人事企画部長 
平成１６年 ６月    同 人事部長 
平成１６年１２月    同 人事部長 兼 人事企画部長 
平成１９年 ４月    同 人事部長 
               兼 三井ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 人事部長 
               兼 三井アセット信託銀行株式会社 人事部長 
平成１９年１０月    同 本店営業第三部長（現職） 

 



＜中央三井アセット信託銀行株式会社＞ 

 執 行 役 員 の 異 動  
 
   （７月 １日付） 
 
      新  任 
       執行役員 
        三澤 浩司（現 受託企画部長） 
                                       以  上 
  
 
 
      

 



中央三井アセット信託銀行株式会社 
     

新任執行役員 
 
 

みさわ ひろし

三澤 浩司 
 
昭和３２年  ５月２０日生  香川県出身 
昭和５６年  ３月     東京大学 法学部 卒業 
昭和５６年  ４月     三井信託銀行株式会社 入社 
平成１２年  ４月     中央三井信託銀行株式会社 年金企画部 主席調査役 
平成１２年１０月    同 受託資産企画部 次長 
平成１４年 ３月   三井アセット信託銀行株式会社 受託資産企画部 次長 
平成１５年 ３月   中央三井信託銀行株式会社 高松支店長 
平成１７年 ６月   三井アセット信託銀行株式会社 業務推進部長 
平成１８年１０月    同 受託企画部長 
平成１９年１０月   中央三井アセット信託銀行株式会社 受託企画部長（現職） 
 

 




