
平成28年3月18日
各　　　位

会社名　株式会社大和証券グループ本社

代表者名　執行役社長　日比野　隆司

（コード番号　8601　東証・名証(第1部)）

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．職員の異動（平成28年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

内部監査部長 川島　博政 秘書室長

兼　大和証券㈱　内部監査部長 兼　大和証券㈱　秘書室長

秘書室長 平松　勉 国際企画部付　副部長

兼　大和証券㈱　秘書室長 （ミャンマー証券取引センター駐在）

広報部長 瀬戸　真一 広報部　担当部長

兼　大和証券㈱　広報部長

ＩＲ室長 山口　秀宣 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

兼　大和証券㈱　ＩＲ室長 サンフランシスコ支店長

メンタルヘルスサポート室長 坂井　史明 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　メンタルヘルスサポート室長 長野支店長

アジア・オセアニア担当役員付部長 樋本　達也 大和証券㈱　グローバル・インベストメント・バンキング担当役員付部長

兼　大和証券キャピタル・マーケッツ韓国リミテッド社長 （大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド出向中）

【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革（平成28年4月1日付）

　(1) 広域法人担当下に広域法人第二部を新設し、広域法人部を広域法人第一部に名称変更する。

　(2) 外国為替部を外国債券・為替部に名称変更する。

　(3) プロダクト・ソリューション担当下のトランジション・マネジメント業務推進室を廃止する。

大和証券グループ　機構改革および役職員の異動について

下記の通り、大和証券グループの機構改革および役職員の異動を行いますのでお知らせします。

記

Ⅱ．役員の異動（平成28年 4月 1日付）

新 氏　名 旧

執行役員 藤岡　智男 執行役員

エクイティ副担当　兼　リサーチ副担当 エクイティ副担当

執行役員 伊倉　智毅 執行役員

営業担当 営業担当

（本店管轄） （本店管轄）

兼　本店長
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Ⅲ．職員の異動（平成28年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

内部監査部長 川島　博政 秘書室長

兼　㈱大和証券グループ本社　内部監査部長 兼　㈱大和証券グループ本社　秘書室長

秘書室長 平松　勉 国際企画部付　副部長

兼　㈱大和証券グループ本社　秘書室長 （ミャンマー証券取引センター駐在）

広報部長 瀬戸　真一 広報部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　広報部長

ＩＲ室長 山口　秀宣 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

兼　㈱大和証券グループ本社　ＩＲ室長 サンフランシスコ支店長

メンタルヘルスサポート室長 坂井　史明 長野支店長

兼　㈱大和証券グループ本社　メンタルヘルスサポート室長

グローバル・エクイティ・セールス第一部長 水野　項介 エクイティ担当付　担当部長

兼　リサーチ担当付　担当部長

（大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド出向中）

ストラクチャード・プロダクト部長 中澤　嘉謙 金融市場営業第二部　担当部長

債券営業部長 谷川　弘 姫路支店長

外国債券・為替部長 名倉　智尚 外国為替部長

デット･キャピタルマーケット部長 成毛　豊文 デット･キャピタルマーケット部　担当部長

企業提携第二部長 改田　浩規 企業提携第二部　副部長

公開引受部長 松下　健哉 公開引受部　担当部長

事業法人第一部長 吉田　直樹 事業法人第一部　担当部長

事業法人第四部長 黒沢　直人 事業法人第四部　担当部長

事業法人第五部長 若山　朋秀 事業法人第一部長

事業法人第六部長 山本　俊彦 事業法人第六部　担当部長

法人営業第三部長 市川　元久 金融法人部　担当部長

大阪法人第二部長 古清水　隆 大阪法人第二部　担当部長

名古屋法人部長 諸田　英樹 名古屋法人部　担当部長

ライフプランビジネス部長 山方　理志 ローンビジネス部　担当部長

兼　投資信託サポート部　担当部長

保険コンサルティング部長 園田　健治 福山支店長

広域法人第一部長 丹羽　功 広域法人部長

広域法人第二部長 三木　淳司 名古屋法人部長

本店資産コンサルタント第一部長 菅野　哲宗 事業法人第六部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

京都支店クライアントサポート部長 百田　圭佑 大阪支店資産コンサルタント第一部長

京都支店地域コンサルタント部長 廣瀬　裕充 福岡支店　副支店長

池袋支店長 成枝　隆明 広島支店長

広島支店長 大塚　充 新潟支店長

松江支店長 尾崎　正史 多摩支店　副部長

福山支店長 柏　高志 債券営業部長

福岡支店　副支店長 小山　賢司 厚木支店長

北九州支店長 大森　健司 豊中支店長

久留米支店長 夛田　弘信 銀座支店　副部長

大分支店長 牟田　充子 営業サポート部　次長

宮崎支店長 星野　敬人 上野支店　副部長

那覇支店長 吉田　喜由 プライベートバンキング部（大阪）　副部長

横浜支店長 菅間　洋平 大分支店長

横浜駅西口支店長 上野　賢一 船橋支店長

茅ヶ崎支店長 島川　麻美 那覇支店長

厚木支店長 髙野　昌伴 営業サポート部　副部長

相模原支店長 東　聖司 五反田支店　副部長

高崎支店長 仲沼　之博 いわき支店長

新潟支店長 三浦　雅博 保険コンサルティング部長

長野支店長 近藤　哲哉 プライベートバンキング部　担当部長

大宮支店長 藤澤　正博 宮崎支店長

船橋支店長 田中　由美 一宮支店長

札幌支店　副支店長 大津留　淳一 大宮支店長

仙台支店長 小林　武彦 事業法人第四部長

郡山支店長 菅野　貴史 営業サポート部　次長

いわき支店長 安武　誠司 和歌山支店　副部長

吉祥寺支店長 吉田　晃 本店資産コンサルタント第一部長

大阪支店資産コンサルタント第一部長 喜多　秀一 彦根支店長

大阪支店クライアントサポート部長 東　慶一郎 北九州支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

大阪支店総務事務部長 石井　幸介 大阪支店総務事務部長

兼　大阪支店クライアントサポート部長

京橋支店長 森　紀公 久留米支店長

豊中支店長 牧野　剛治 亀戸支店長

彦根支店長 田中　伸幸 相模原支店長

名古屋支店長 髙橋　努務 池袋支店長

名古屋駅前支店長 前川　克己 京橋支店長

一宮支店長 西谷　勲 吉祥寺支店長

亀戸支店長 井戸垣　陽子 赤羽支店長

千住支店長 柴　麻衣子 営業サポート部　次長

赤羽支店長 大脇　新介 本店資産コンサルタント第三部　副部長

静岡支店　副支店長 田屋　雅幸 横浜支店　副部長

神戸支店長 関根　太 名古屋駅前支店長

姫路支店長 古瀬　淳 松江支店長

大和國泰証券（台北）社長 澁谷　愼志 国際企画部　担当部長

大和証券キャピタル・マーケッツ韓国リミテッド社長 樋本　達也 グローバル・インベストメント・バンキング担当役員付部長

兼　㈱大和証券グループ本社　アジア・オセアニア担当役員付部長 （大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド出向中）

バンコク駐在員事務所長 山内　将裕 国際企画部付　副部長

（大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド駐在）

ミャンマー証券取引センター社長 高橋　孝 国際企画部付　担当部長

（ミャンマー証券取引センター駐在）

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスInc.社長 鈴木　直樹 大和証券キャピタル・マーケッツ韓国リミテッド社長

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc. 鳥羽　雄大 グローバル・エクイティ・セールス第一部付　次長

サンフランシスコ支店長 （大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.（ニューヨーク）出向中）
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【大和インベスター・リレーションズ㈱】

以　　上

Ⅰ．役員の異動（平成28年 4月 1日付）

新 氏　名 旧

取締役 桑原　政宜 　―

　― 大和証券㈱　人事部付　担当部長（出向中）

取締役 福原　正明 　―

　― 大和証券㈱　大阪法人第二部長
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