
平成 29 年 2 月 27 日 

各 位 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

（コード番号：8309 東名） 

三井住友信託銀行株式会社 

 

「三井住友トラスト・グループ」の代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

下記のとおり代表取締役等の異動を行うこととしましたので、お知らせいたします。 

記 

平成２９年４月１日付 

 

１．三井住友トラスト・ホールディングス 

① 異動の理由 

三井住友トラスト・ホールディングスの役員人事に伴う代表取締役等の異動 

 

② 代表取締役の異動 

〔新役職〕 〔氏名〕 〔前役職〕 

取締役 岩 崎   信 夫 取締役副社長（代表取締役） 

   

取締役 服 部   力 也 取締役副社長（代表取締役） 

 

２．三井住友信託銀行 

① 異動の理由 

三井住友信託銀行の役員人事に伴う代表取締役等の異動 

 

② 新任代表取締役 

〔新役職〕 〔氏名〕 〔前役職〕 

取締役副社長（代表取締役） 北 野  幸 広 専務執行役員 

   

取締役副社長（代表取締役） 斉 藤     毅 専務執行役員 

 

③ 代表取締役の異動 

〔新役職〕 〔氏名〕 〔前役職〕 

取締役副会長 服 部  力 也 取締役副社長(代表取締役) 

 

④ 退任代表取締役 

〔新役職〕 〔氏名〕 〔前役職〕 

退任 岩 崎  信 夫 取締役副社長（代表取締役）（※１） 

 

（※１）退任は平成２９年３月３１日付 

 

 

 



本年６月に開催予定の定時株主総会日付 

 

１．三井住友トラスト・ホールディングス 

① 異動の理由 

三井住友トラスト・ホールディングスの役員人事に伴う代表取締役等の異動 

 

② 代表取締役等の異動 

〔新役職〕 〔氏名〕 〔前役職〕 

取締役代表執行役専務 荒 海  次 郎 専務執行役員(※２) 

   
取締役代表執行役専務 高 倉     透 専務執行役員(※２) 

 

(※２) 平成２９年４月１日付異動後の役職 

以上 

 

 

 

 

  



三井住友トラスト・ホールディングス 新任代表執行役の略歴 

 

荒 海  次 郎（あらうみ じろう） 

生年月日 (昭和３５年５月２４日 生) 

職歴 昭和５９年 ４月 三井信託銀行株式会社 入社 

 平成２３年 ７月 中央三井アセット信託銀行株式会社 執行役員 受託企画部長 

 平成２４年 ４月 三井住友信託銀行株式会社 常務執行役員 年金企画部長 

 平成２６年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 (現職) 

  三井住友信託銀行株式会社 常務執行役員 

 平成２７年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 (現職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員(現職) 

 平成２９年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 専務執行役員 (新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員(新役職) 

 平成２９年 ６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 取締役代表執行役専務 (新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員(新役職) 

保有株式数（*） 普通株式 6,400 株（平成 29 年 2 月 27 日現在） 

（*）三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式 

 

高 倉  透（たかくら とおる） 

生年月日 昭和３７年３月１０日 生 

職歴 昭和５９年 ４月 住友信託銀行株式会社 入社 

 平成２２年 ６月 住友信託銀行株式会社 執行役員  統合推進部長 

 平成２４年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員 

 平成２５年 ７月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 経営企画部長 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員 経営企画部長 

 平成２６年 １月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員(現職) 
  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員(現職) 
 平成２９年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 専務執行役員(新役職) 
  三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員(新役職) 
 平成２９年 ６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 取締役代表執行役専務(新役職) 
  三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員(新役職) 
保有株式数（*） 普通株式 5,882 株（平成 29 年 2 月 27 日現在） 

（*）三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式 

 

 

 

 

 

 



三井住友信託銀行 新任代表取締役の略歴 

 

北 野 幸 広（きたの ゆきひろ） 

生年月日 昭和３３年８月１８日 生 

職歴 昭和５６年 ４月 住友信託銀行株式会社 入社 

 平成１９年 ６月 同社 執行役員  企画部長 

 平成２０年 １月 同社 執行役員  受託事業部門副部門長 

 平成２１年 ４月 同社 執行役員  受託事業副統括役員 

 平成２１年１２月 同社  常務執行役員 

 平成２４年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員 

 平成２５年 ４月 三井住友信託銀行株式会社 常務執行役員 

 平成２７年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  専務執行役員(現職) 

  三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員(現職) 

 平成２９年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  副社長執行役員(新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長（代表取締役）(新役職) 

 平成２９年 ６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  執行役員(新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長（代表取締役）(新役職) 

 

斉 藤  毅（さいとう つよし） 

生年月日 昭和３４年１２月４日 生 

職歴 昭和５７年 ４月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 

 平成２１年 ７月 中央三井信託銀行株式会社 執行役員 リスク統括部長 

 平成２２年 ２月 中央三井トラスト･ホールディングス株式会社 執行役員 リスク統括部長 

  中央三井信託銀行株式会社 リスク統括部長 

 平成２３年 ４月 三井住友トラスト･ホールディングス株式会社 執行役員 リスク統括部長 

  中央三井信託銀行株式会社 執行役員 リスク統括部長 

 平成２４年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員 

 平成２５年 ４月 三井住友信託銀行株式会社 常務執行役員 

 平成２８年 ４月 三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員（現職） 

 平成２９年 ４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 副社長執行役員(新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長（代表取締役）(新役職) 

 平成２９年 ６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 執行役員(新役職) 

  三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長（代表取締役）(新役職) 

以 上 


