
  法人名      八重洲商工株式会社 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 長谷川　裕二 平成30年6月22日 　昭和57年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成28年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

常務取締役 桑島　隆行 平成26年8月1日 　昭和57年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成24年06月　　同　システム部長
　平成26年08月　　現職に就任

監査役 田中　千洋 平成30年6月22日 　昭和52年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成21年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

  法人名      株式会社商工中金情報システム （令和元年10月１日現在）

代表取締役 日野　賀文 令和1年6月21日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成30年06月　　同　専務執行役員

　令和  1年  6月　　現職に就任

専務取締役 三室　一也 平成30年6月22日 　昭和59年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成27年06月　　同　執行役員
　平成30年06月　　現職に就任

監査役 小原　克志 平成29年8月1日 　昭和54年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成22年06月　　同　執行役員

　平成29年08月　　現職に就任

  法人名      商工サービス株式会社 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 佐藤　昌昭 平成30年6月22日 　昭和55年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成25年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

常務取締役 黒木　研治 平成30年6月22日 　昭和61年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成28年03月　　同　市場業務室長
　平成30年06月　　現職に就任

監査役 永野　真 平成28年8月1日 　昭和53年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成21年06月　　同　執行役員

　平成28年08月　　現職に就任

子会社等の役員のうち退職公務員及び商工中金の退職者の状況（令和元年10月１日現在）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日



  法人名      八重洲興産株式会社 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 門田　光司 平成30年6月22日 　昭和55年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成24年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

常務取締役 高橋　真 平成27年6月24日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成25年03月　　同　事務集中センター所長
　平成27年06月　　現職に就任

監査役 柏木　敏宏 平成30年6月22日 　昭和52年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成22年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

  法人名      株式会社商工中金経済研究所 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 辛島　哲郎 平成27年8月3日 　昭和54年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成24年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成27年08月　　現職に就任

専務取締役 鈴木　弘 平成30年6月22日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成26年06月　　同　執行役員
　平成30年06月　　現職に就任

監査役 秋津　芳孝 令和1年6月21日 　昭和53年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成22年06月　　同　取締役常務執行役員

　令和  1年  6月　　現職に就任

監査役 中川　祐一 令和1年6月21日 　昭和54年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成25年06月　　同　執行役員

　令和  1年  6月　　現職に就任

  法人名      商工中金リース株式会社 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 小野口　勇雄 平成30年6月22日 　昭和56年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　平成27年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

専務取締役 五味　泰夫 平成29年8月24日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成26年06月　　同　執行役員
　平成29年08月　　現職に就任

監査役 上部　昌之 平成28年6月24日 　昭和57年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成24年06月　　同　執行役員
　平成28年06月　　現職に就任

監査役 田中　秀明 平成30年6月22日 　昭和53年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成21年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

監査役 小澤　渉 平成27年8月3日 　昭和52年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成20年10月　　同　執行役員

　平成27年08月　　現職に就任

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



  法人名      商工中金カード株式会社 （令和元年10月１日現在）

代表取締役 中村　俊彦 平成30年6月22日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
社長 　 　平成27年06月　　同　常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

専務取締役 横田　淳 平成30年6月22日 　昭和60年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成28年06月　　同　執行役員
　平成30年06月　　現職に就任

監査役 白井　友康 平成30年6月29日 　昭和53年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成22年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

  法人名      八重洲緑関連事業協同組合 （令和元年10月１日現在）

理事長 辛島　哲郎 平成30年3月27日 　昭和54年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成24年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年03月　　現職に就任

常務理事 桑島　隆行 平成28年6月24日 　昭和57年04月　　商工組合中央金庫入庫
　平成24年06月　　同　システム部長
　平成28年06月　　現職に就任

理事 門田　光司 平成30年6月22日 　昭和55年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成24年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

理事 小野口　勇雄 平成30年6月22日 　昭和56年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成27年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

理事 長谷川　裕二 平成30年6月22日 　昭和57年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成28年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

理事 日野　賀文 令和1年6月21日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成30年06月　　同　専務執行役員

　令和  1年  6月　　現職に就任

理事 中村　俊彦 平成30年6月22日 　昭和58年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　 　平成27年06月　　同　常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

監事 佐藤　昌昭 平成30年6月22日 　昭和55年04月　　商工組合中央金庫入庫
（非常勤） 　平成25年06月　　同　取締役常務執行役員

　平成30年06月　　現職に就任

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴


