
 

 

2019年4月5日 
各 位 

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ リ ー ス 株 式 会 社                  
取 締 役 社 長  柳 井 隆 博 
（コード番号 ８５９３ 東証・名証第１部）  

お問合せ先 

コーポレートコミュニケーション部長 長谷川 太郎 

                                     ＴＥＬ ０３－６８６５－３００２ 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、下記の通り役員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 

 

 

１．異動（2019年5月31日） 

 

（１）執行役員 

 新(2019年5月31日以降) 旧 

佐藤 直樹 常務執行役員 常務執行役員 

JSA International Holdings,L.P.会長 

村本 修 常務執行役員 

航空事業部門長 

航空事業部長委嘱 

JSA International Holdings,L.P.会長 

常務執行役員 

航空事業部門長 

航空事業部長委嘱 

Engine Lease Finance Corporation 会長 

ELFC LONDON LIMITED 会長 

（注）佐藤直樹氏は、別途発信のとおり、2019年6月25日付で常務執行役員を退任。 

なお、退任後はMULプロパティ株式会社 代表取締役会長に就任予定。 

 

以  上



２ 

役員一覧（2019年5月31日以降）（全55名） 
１．取締役（11名）  （注）＊の取締役は執行役員を兼務。 

役職（注） 氏名 社内役員については委嘱・担当業務を記載 

取締役会長（代表取締役） 白石 正  

取締役社長（代表取締役） ＊ 柳井 隆博  

取締役副社長（代表取締役）＊ 占部 利充 業務全般 

専務取締役       ＊ 野々口 剛 コーポレートセンター担当 

常務取締役       ＊ 山下 弘人                          

常務取締役       ＊ 下山 陽一 コーポレートセンター担当 MUL Asset Finance Corporation会長 

取締役（社外取締役） 箕浦 輝幸  

取締役（社外取締役） 拝郷 寿夫 名古屋鉄道(株)代表取締役副社長 

取締役（社外取締役） 小島 喜代志 日立キャピタル(株)取締役  

取締役（社外取締役） 吉田 真也 三菱商事(株)常務執行役員コーポレート担当役員（国内）（兼）関西支社長 

取締役（社外取締役） 林 尚見 
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCSO 

(株)三菱UFJ銀行取締役常務執行役員（代表取締役）CSO 

２．監査役（7名） 

常勤監査役 羽根 彰  

常勤監査役 鈴木 直人  

常勤監査役 松室 尚樹  

監査役（社外監査役） 徳光 彰二 中京テレビ放送(株)相談役 

監査役（社外監査役） 安田 正太  

監査役（社外監査役） 中田 裕康 早稲田大学大学院法務研究科教授 

監査役（社外監査役） 皆川 宏 菱進都市開発(株)取締役社長 

３．取締役兼務の執行役員（上記１．の5名）を除いた、執行役員（37名） 

専務執行役員 安野 健二 
ロジスティクス事業部門長 航空事業部門副事業部門長 

MUL Railcars,Inc.会長 

常務執行役員 佐藤 直樹  

常務執行役員 青木 克彦  

常務執行役員 高石 英也 Beacon Intermodal Leasing, LLC会長 

常務執行役員 宇津木 淳  

常務執行役員 根本 宏児 環境・エネルギー事業部門長 インフラ・企業投資事業部門副事業部門長 

常務執行役員 山本 嘉明 三菱オートリース(株)顧問 

常務執行役員 工藤 岳男 コーポレートセンター担当 

常務執行役員 春名 孝俊 
コーポレートセンター担当 マシナリーカンパニー長 

Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.会長 ENGS Holdings Inc.会長 

常務執行役員 小諸 正樹 コーポレートセンター副担当 企画部長委嘱 

常務執行役員 小田嶋 弘明 ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ(株)常務取締役 

常務執行役員 塩澤 広宣 ヘルスケア事業部門長 セクター第二営業部長委嘱 

常務執行役員 三井 博史 中部エリアカンパニー長 

常務執行役員 三明 秀二             

常務執行役員 西喜多 浩 西日本エリアカンパニー長 

常務執行役員 中野 雅史 東日本エリアカンパニー長 

常務執行役員 岡久 靖 不動産事業部門長 

常務執行役員 水谷 真基 ロジスティクス事業部門副事業部門長 モビリティサービス部長委嘱 

常務執行役員 村本 修 航空事業部門長 航空事業部長委嘱 JSA International Holdings, L.P.会長 

常務執行役員 沢田 邦裕 
インフラ・企業投資事業部門長 環境・エネルギー事業部門副事業部門長 

インフラ事業部長委嘱 

常務執行役員 竹内 和彦 コーポレートセンター担当 

執行役員 梶 芳彰 法務コンプライアンス部長 

執行役員 鈴木 裕之 大阪セクター営業部長 

執行役員 野﨑 進 監査部長 

執行役員 岡 登志夫 ロジスティクス事業部長 

執行役員 久笠 努 デジタルビジネス推進部長 

執行役員 中井 健夫 環境・エネルギー事業部長 

執行役員 丸山 由紀夫 三菱オートリース(株)取締役常務執行役員 

執行役員 松尾 秀司 情報システム部長 

執行役員 田中 秀和 不動産事業部長 

執行役員 廣田 泰行 国際審査部長 

執行役員 金子 正男 営業統括部長 

執行役員 福山 徹 経理部長 

執行役員 太田 尚志                                             

執行役員 北原 克哉 セクター第五営業部長 

執行役員 幸道 和幸 セクター第三営業部長 

執行役員 若尾 逸男 MULﾘｱﾙﾃｨｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株)代表取締役社長 MUL不動産投資顧問(株)取締役 

 



３ 

役員一覧（2019年6月25日以降）（全51名） 

１．取締役（10名）  （注）＊の取締役は執行役員を兼務。 

役職（注） 氏名 社内役員については委嘱・担当業務を記載 

取締役会長（代表取締役） 白石 正  

取締役社長（代表取締役） ＊ 柳井 隆博  

取締役副社長（代表取締役）＊ 占部 利充 業務全般 

専務取締役       ＊ 野々口 剛 コーポレートセンター担当 

常務取締役       ＊ 下山 陽一 コーポレートセンター担当 MUL Asset Finance Corporation会長 

取締役（社外取締役） 箕浦 輝幸  

取締役（社外取締役） 拝郷 寿夫 名古屋鉄道(株)代表取締役副社長 

取締役（社外取締役） 小島 喜代志 日立キャピタル(株)取締役  

取締役（社外取締役） 吉田 真也 三菱商事(株)常務執行役員コーポレート担当役員（国内）（兼）関西支社長 

取締役（社外取締役） 林 尚見 
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCSO 

(株)三菱UFJ銀行取締役常務執行役員（代表取締役）CSO 

２．監査役（7名） 

常勤監査役 鈴木 直人  

常勤監査役 三明 秀二  

常勤監査役 松室 尚樹  

監査役（社外監査役） 徳光 彰二 中京テレビ放送(株)相談役 

監査役（社外監査役） 安田 正太  

監査役（社外監査役） 中田 裕康 早稲田大学大学院法務研究科教授 

監査役（社外監査役） 皆川 宏 菱進都市開発(株)取締役社長 

３．取締役兼務の執行役員（上記１．の4名）を除いた、執行役員（34名） 

専務執行役員 安野 健二 
ロジスティクス事業部門長 航空事業部門副事業部門長 

MUL Railcars,Inc.会長 

常務執行役員 高石 英也 Beacon Intermodal Leasing, LLC会長 

常務執行役員 根本 宏児 環境・エネルギー事業部門長 インフラ・企業投資事業部門副事業部門長 

常務執行役員 工藤 岳男 コーポレートセンター担当 

常務執行役員 春名 孝俊 
コーポレートセンター担当 マシナリーカンパニー長 

Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.会長 ENGS Holdings Inc.会長 

常務執行役員 小諸 正樹 コーポレートセンター副担当 企画部長委嘱 

常務執行役員 小田嶋 弘明 ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ(株)常務取締役 

常務執行役員 塩澤 広宣 ヘルスケア事業部門長 セクター第二営業部長委嘱 

常務執行役員 三井 博史 中部エリアカンパニー長 

常務執行役員 西喜多 浩 西日本エリアカンパニー長 

常務執行役員 中野 雅史 東日本エリアカンパニー長 

常務執行役員 岡久 靖 不動産事業部門長 

常務執行役員 水谷 真基 ロジスティクス事業部門副事業部門長 モビリティサービス部長委嘱 

常務執行役員 村本 修 航空事業部門長 航空事業部長委嘱 JSA International Holdings, L.P.会長 

常務執行役員 沢田 邦裕 
インフラ・企業投資事業部門長 環境・エネルギー事業部門副事業部門長 

インフラ事業部長委嘱 

常務執行役員 竹内 和彦 コーポレートセンター担当 

執行役員 梶 芳彰 法務コンプライアンス部長 

執行役員 鈴木 裕之 大阪セクター営業部長 

執行役員 野﨑 進 監査部長 

執行役員 岡 登志夫 ロジスティクス事業部長 

執行役員 久笠 努 デジタルビジネス推進部長 

執行役員 中井 健夫 環境・エネルギー事業部長 

執行役員 丸山 由紀夫 三菱オートリース(株)取締役常務執行役員 

執行役員 松尾 秀司 情報システム部長 

執行役員 田中 秀和 不動産事業部長 

執行役員 廣田 泰行 国際審査部長 

執行役員 金子 正男 営業統括部長 

執行役員 福山 徹 経理部長 

執行役員 西村 康 海外統括部長 

執行役員 太田 尚志  

執行役員 北原 克哉 セクター第五営業部長 

執行役員 幸道 和幸 セクター第三営業部長 

執行役員 若尾 逸男 MULﾘｱﾙﾃｨｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株)代表取締役社長 MUL不動産投資顧問(株)取締役 

執行役員 中村 圭吾 人事部長 

 


