
平成 30 年 3 月 16 日 

農 林 中 央 金 庫  

経営管理態勢強化の取組みと役員の異動等について（お知らせ） 

 農林中央金庫は、経営管理態勢強化に向けた取組みを加速するべく、４月１日付お

よび６月２２日付で新たな役員体制とすることとしましたので、お知らせいたします。 

１ 経営管理態勢強化に向けた取組みについて 

当金庫では、平成 35 年の創立 100 周年に向けた将来像として掲げた「農林水産業

と食と地域のくらしを支えるリーディングバンク」の実現を目指し、取り巻く環境の

変化を的確に捉え、多様で専門性の高い経営課題に迅速かつ適切に取り組んでいくた

め、経営管理態勢の強化を進めております。 

（１）これまでの取組み

①４本部制の導入（平成 28年度～）

「食農法人営業本部」「リテール事業本部」「グローバル・インベストメンツ本部」

のフロント３本部と、これを支える「コーポレート本部」の４本部制で運営をし

ております。

②代表理事の増員（平成 29年度～）

各本部が権限と責任を持って機動的・効率的に運営できるように、本部長を担う

専務理事にも代表権を付与し、代表理事５名体制としております。

③理事構成の見直しと執行役員制度の導入（平成 29年度～）

理事会運営の効率化を通じた迅速・的確な意思決定を目指し、理事を代表理事５

名と常務理事２名の７名体制にスリム化し、あわせて執行役員制度を導入してお

ります。

（２）あらたな取組み（平成 30年度～）

①経営計画初日（４月１日）から新体制での業務運営をスタート

経営計画の初日から速やかに経営計画に取り組むため、新年度の役員体制を前年

度内に決定・内定することといたします。

②４本部体制の強化

４本部による業務運営が定着したことを受け、全体を統括する理事長のもと、４

名の代表理事専務が本部長として各本部の運営を担う体制とし、これまで以上に

プレスリリース



 
 

機動的かつ本部協働的な業務運営を目指します。 

 

２ 理事・執行役員の異動について 

本日開催の経営管理委員会におきまして、６月２２日開催の通常総代会を経て就任

予定の理事・代表理事・理事長を選任しました。あわせて本日開催の理事会におきま

して、理事の役位等の内定、執行役員の選任を行いました。 

 
＜理事（平成３０年６月２２日付）＞ 

新 
現在 備考 

役職 氏名 分掌等 

代表理事理事長 奥  和登  代表理事専務  

代表理事専務 金丸 哲也 食農法人営業本部長 常務執行役員 ※１ 

代表理事専務 後藤 彰三 リテール事業本部長 常務執行役員 ※２ 

代表理事専務 新分 敬人 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部長 常務執行役員 ※３ 

代表理事専務 大竹 和彦 コーポレート本部長 代表理事専務 ※４ 

常務理事 中野 慎一郎 リスク管理ユニット担当 常務理事  

常務理事 吉田 光 事務・ＩＴユニット担当 ＩＴ統括部長 ※５ 

※１ 平成 30年 4月 1 日付で専務執行役員 食農法人営業本部長に就任 

※２ 平成 30年 4月 1 日付で専務執行役員 リテール事業本部長に就任 

※３ 平成 30年 4月 1 日付で専務執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部長に就任 

※４ 平成 30年 4月 1 日付でコーポレート本部長に就任 

※５ 平成 30年 4月 1 日付で常務執行役員 事務・ＩＴユニット担当に就任 

 
 
 

  



 
 

 
＜執行役員（平成３０年４月１日付）＞ 

氏名 新 現在 備考 

金丸 哲也 専務執行役員 食農法人営業本部長 常務執行役員 ※１ 

後藤 彰三 専務執行役員 リテール事業本部長 常務執行役員 ※２ 

新分 敬人 専務執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部長 常務執行役員 ※３ 

岩曽 聡 常務執行役員 食農法人営業本部副本部長 常務執行役員  

中島 隆博 常務執行役員 食農法人営業本部副本部長 執行役員営業企画部長  

秋吉 亮 常務執行役員 リテール事業本部副本部長 執行役員 JA ﾊﾞﾝｸ統括部長  

松本 恭幸 常務執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部 
副本部長（ﾛﾝﾄﾞﾝ駐在） 常務執行役員  

湯田 博 常務執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部 
副本部長 執行役員ｸﾚｼﾞｯﾄ投資部長  

吉田 光 常務執行役員 事務・ＩＴユニット担当 ＩＴ統括部長 ※４ 

八木 正展 常務執行役員 コーポレート本部 
（経営企画・人事担当） 

執行役員総合企画部長  

河本 紳 常務執行役員 東日本地区（北海道・東北、

関東・甲信）担当役員 総務部長  

中島 隆男 常務執行役員 中日本地区（北陸・東海、

近畿）担当役員 
常務執行役員  

戸髙 聖樹 常務執行役員 西日本地区（中国・四国、

九州・沖縄）担当役員 
常務執行役員  

伊藤 玲子 執行役員 業務監査部長 業務監査部主任考査役  

木村 吉男 執行役員 JF ﾏﾘﾝﾊﾞﾝｸ部長 執行役員 JF ﾏﾘﾝﾊﾞﾝｸ部長  

伊藤 良弘 執行役員 企画管理部長 人事部長  

荻野 浩輝 執行役員 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長 執行役員 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長  

※１ 平成 30年 6 月 22日付で代表理事専務 食農法人営業本部長に就任予定 

※２ 平成 30年 6 月 22日付で代表理事専務 リテール事業本部長に就任予定 

※３ 平成 30年 6 月 22日付で代表理事専務 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ本部長に就任予定 

※４ 平成 30年 6 月 22日付で常務理事 事務・ＩＴユニット担当に就任予定 

 
 

 



 
 

 
 
３ 監事候補者の決定について 
 本日開催の役員推薦委員会・監事会におきまして、６月２２日開催の通常総代会を

経て就任予定の監事候補者を決定しました。 
  
＜監事候補者＞ 

氏名 現在 

初川 浩司 非常勤監事(員外) 公認会計士 

江戸 龍太郎 非常勤監事(員外) エスビー食品株式会社顧問 

室井 雅博 株式会社野村総合研究所顧問 

秋元 清次 執行役員業務監査部長 

宮地 茂夫 執行役員企画管理部長 

 
 
４ 退任予定者 
  代表理事理事長 河野 良雄 （６月２２日任期満了） 
  代表理事副理事長 宮園 雅敬 （６月２２日任期満了） 

代表理事専務 東山 克之 （３月３１日辞任） 
常務理事 小門 賢一 （３月３１日辞任） 
監事 山崎 穰一 （６月２２日任期満了） 
監事 實重 重実 （６月２２日任期満了） 
監事 菅野 洋一 （６月２２日任期満了） 

 
以上 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 
農林中央金庫 広報ＣＳＲ企画室（島田、大谷） TEL 03-5222-2017 


