○ 役員の氏名及び経歴
役職

氏名

代表取締役

前田 匡史

総裁

代表取締役

林

信光

同

21年 4月 同公庫国際協力銀行国際経営企画部長

同

24年 4月 株式会社国際協力銀行経営企画部長 兼 駐留軍再編促進金融部長

同

24年 5月 同行執行役員

同

25年12月 同行代表取締役専務取締役

同

28年 6月 同行代表取締役副総裁

同

30年 6月 同行代表取締役総裁

昭和55年 4月 大蔵省入省
平成22年 8月 世界銀行グループ理事

天川 和彦

同

24年 8月 財務省財務総合政策研究所長

同

25年 3月 財務省理財局長

同

26年 7月 国税庁長官

同

28年 6月 株式会社国際協力銀行代表取締役専務取締役

同

30年 6月 同行代表取締役副総裁

昭和60年 4月 日本輸出入銀行入行
平成21年 4月 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行資源ファイナンス部長

専務取締役

常務取締役

昭和57年 4月 日本輸出入銀行入行
平成20年10月 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行資源ファイナンス部長

副総裁

代表取締役

経歴

長谷川 靖

同

23年 2月 同公庫国際協力銀行国際事務統括部長

同

24年 4月 株式会社国際協力銀行IT統括・与信事務部長

同

25年 7月 同行経営企画部業務企画室長

同

27年 7月 同行専任審議役

同

28年 6月 同行執行役員

同

29年 6月 同行常務執行役員

同

30年 6月 同行代表取締役専務取締役

昭和59年 4月 大蔵省入省
平成22年 7月 金融庁監督局総務課長

常務取締役

黒石 邦典

同

24年 7月 金融庁総務企画局企画課長

同

27年 7月 金融庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当）

同

28年 6月 東海財務局長

同

29年 6月 株式会社国際協力銀行常務取締役

昭和61年 4月 日本輸出入銀行入行
平成23年 7月 株式会社国際協力銀行運輸・通信事業部長

常務取締役

武貞 達彦

同

25年11月 同行ＨＲＭ室長

同

27年 6月 同行専任審議役

同

28年10月 同行執行役員

同

29年 6月 同行常務執行役員

同

30年 6月 同行常務取締役

昭和59年 4月 三菱重工業株式会社入社
平成 7年 1月 日本輸出入銀行入行
同

22年12月 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行コーポレートファイナン
ス部長

同

23年 7月 同公庫国際協力銀行産業ファイナンス部門グローバル製造業部長

同

24年 4月 株式会社国際協力銀行産業ファイナンス部門産業投資･貿易部長

取締役

小泉 愼一

同

25年 7月 同行アジア大洋州地域統括

同

26年10月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構執行役員事業推進部長

同

28年10月 同機構常務執行役員事業推進部長

同

29年 6月 株式会社国際協力銀行常務取締役

昭和46年 4月 東レ株式会社入社
平成20年 6月 同社代表取締役副社長

（社外取締役）

同

25年 6月 同社相談役
株式会社東レ経営研究所取締役会長

同

27年 6月 東レ株式会社顧問
株式会社東レ経営研究所相談役
株式会社大林組取締役（現職）

取締役

川村 嘉則

28年 6月 株式会社国際協力銀行取締役（現職）

同

29年 6月 株式会社ディー・エヌ・エー常勤監査役（現職）

昭和50年 4月 株式会社住友銀行入行
平成17年 6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員

（社外取締役）

常勤監査役

同

太田 康雄

同

20年 4月 同行取締役兼専務執行役員

同

21年 4月 同行取締役兼副頭取執行役員

同

23年 6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役社長

同

24年 6月 SMBC Aviation Capital Limited, Director

同

29年 4月 SMFLキャピタル株式会社代表取締役会長（現職）

同

29年 6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社特別顧問（現職）

同

29年 6月 阪神電気鉄道株式会社取締役（現職）

同

30年 6月 株式会社国際協力銀行取締役（現職）

昭和58年 4月 日本輸出入銀行入行
平成22年 8月 株式会社日本政策金融公庫企画管理本部コーポレート・ガバナン
ス部長

監査役

土屋 光章

同

24年 4月 株式会社国際協力銀行経営企画部HRM室長

同

25年11月 同行米州地域統括

同

28年 6月 同行監査役

昭和52年 4月 株式会社日本興業銀行入行
平成12年 9月 株式会社みずほホールディングスALM企画部長

（社外監査役）

同 14年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行秘書室長
同 16年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長
同 18年 3月 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
同 20年 4月 みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員
同 20年 6月 みずほ信託銀行取締役副社長
同 23年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員
同 23年 6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長
同 24年 4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役社長
同 24年 6月 日本原子力発電株式会社社外監査役（現職）
同 29年 6月 株式会社国際協力銀行監査役（現職）
朝日工業株式会社社外取締役監査等委員（現職）
第一リース株式会社監査役（現職）
監査役
（社外監査役）

玉井 裕子

平成 6年 4月 長島・大野法律事務所入所
同

12年 9月 Covington & Burling LLP

同

13年 4月 長島・大野・常松法律事務所

同

15年 1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー（現職）

同

27年 6月 株式会社国際協力銀行監査役（現職）

同 29年 6月 三井製糖株式会社取締役（現職）
（平成 30 年 10 月 1 日現在）

○ 役員の数
（取締役）
8 名以内（総裁 1 名、副総裁 1 名、専務取締役若干名、常務取締役若干名）
（監査役）
3名
○ 役員の任期
（取締役）
選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。増員のため選
任された取締役又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時まで。
（監査役）
選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。任期の満了前
に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで。
○ 職員の数
594 人（平成 30 年度予算定員）
○公開対象となる子会社の役員の氏名及び経歴
法人名：株式会社 JBIC IG Partners
役職

氏名

代表取締役

家田 嗣也

CEO

経歴
昭和57年 4月 日本輸出入銀行入行
平成24年 4月 株式会社国際協力銀行 産業ファイナンス部門西日本総代表
同

25年12月 同行 執行役員兼産業ファイナンス部門西日本総代表

同

27年 8月 野村證券株式会社 顧問 デットキャピタルマーケット担当

同

29年 6月 株式会社JBIC IG Partners 代表取締役CEO
（平成 30 年 10 月 1 日現在）

※上記役員の氏名及び経歴は「特殊法人等整理合理化計画」、
「公務員制度改革大綱」及び「特別の法律により設立さ
れる民間法人の運営に関する指導監督基準」に基づく公表です。

