
平成29年3月24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29年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

財務部長 平井　鉄心 財務部　担当部長

兼　大和証券㈱　財務部長

業務部長 門脇　勝志 業務部　担当部長

兼　大和証券㈱　業務部長

システム企画部長 神藤　博之 システム企画部　担当部長

兼　大和証券㈱　システム企画部長

【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革（平成29年4月1日付）

（1） 法人営業担当下の法人営業第三部を廃止する。

（2） 事業法人担当下の事業法人第一部内にＲＳ推進室を新設する。

Ⅱ．役員の異動（平成29年4月1日付）

Ⅲ．職員の異動（平成29年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

財務部長 平井　鉄心 財務部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　財務部長

業務部長 門脇　勝志 業務部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　業務部長

システム企画部長 神藤　博之 システム企画部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　システム企画部長

決済部長 川岸　伸二 システム企画部　担当部長

エクイティ営業部長 池添　誠 奈良支店長

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

新 氏　名 旧

執行役員 白川　香名 執行役員

ダイレクト担当 ダイレクト担当　

兼　営業企画副担当 兼　営業企画副担当

兼　ダイレクト企画部長

執行役員 関根　太 執行役員

営業企画副担当 営業企画副担当

兼　営業サポート部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

グローバル・エクイティ・セールス第二部長 荒井　俊人 エクイティ営業部　担当部長

エクイティ部長 古橋　朋和 エクイティ営業部長

グローバル・マーケッツ運用部長 長尾　健司 グローバル・エクイティ・トレーディング部　担当部長

金融市場営業第二部長 菊地　孝司 債券部　担当部長

法人統括部長 大谷　文章 法人統括部　担当部長

不動産・ＲＥＩＴセクター部長 永島　俊太郎 金融法人部　担当部長

コーポレート・ファイナンス第一部長 柏木　規彰 経営企画部　副部長

法人営業第一部長 五十川　裕之 エクイティ部長

大阪法人営業部長 中本　憲治 大阪法人営業部　担当部長

大阪法人第一部長 望月　誠 徳島支店長

名古屋法人担当役員付部長 辻岡　功 大阪法人第一部長

投資信託サポート部長 赤松　良雄 千葉支店長

ウェルスマネジメント部長 小林　雄道 松本支店長

広域法人第一部長 芝滝　惠次 広域法人第一部　担当部長

プライベートバンキング部長 森元　裕介 法人営業第一部長

ダイレクト企画部長 武田　誠 業務部長

兼　㈱大和証券グループ本社　業務部長

本店資産コンサルタント第二部長 館野　誠 新宿センタービル支店長

本店クライアントサポート部長 深町　恵 自由が丘支店長

横浜支店　副支店長 佐藤　貴嗣 福井支店長

横須賀支店長 原田　早苗 横浜支店　副部長

青葉台支店長 村木　一臣 青葉台支店　鷺沼営業所長

青葉台支店　鷺沼営業所長 伊藤　英樹 岡崎支店　副部長

高崎支店　伊勢崎営業所長 薬師　弘亮 岡山支店　副部長

渋谷支店長 小野　真人 浜松支店長

自由が丘支店長 田中　主水 営業サポート部　次長

蒲田支店長 石田　健悟 営業サポート部　次長

高松支店長 西田　直貴 盛岡支店長

徳島支店長 泉　龍介 蒲田支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

新居浜支店長 森平　信哉 名古屋支店資産コンサルタント第一部長

松本支店長 大木　真澄 高崎支店　伊勢崎営業所長

金沢支店長 市川　元久 法人営業第三部長

富山支店長 矢代　成男 新居浜支店長

高岡支店長 松下　真一郎 梅田支店　副部長

福井支店長 杉山　明 事業法人第二部　副部長

大宮支店　副支店長 髙橋　勝 横浜支店　副支店長

大宮支店　春日部営業所長 山口　隆範 和歌山支店　副部長

所沢支店長 立花　利晃 営業サポート部　次長

千葉支店長 小林　雄太 多摩支店長

札幌支店長 菅野　隆史 金融市場営業第二部長

盛岡支店長 丸山　大 金融市場営業第二部　副部長

阿倍野支店長 大田　義信 富山支店長

奈良支店長 松村　恵介 熊本支店長

名古屋支店資産コンサルタント第一部長 吉川　裕人 阿倍野支店長

名古屋支店　鳴海営業所長 松岡　正治 一宮支店　副部長

国立支店長 澤田　孝之 大宮支店　春日部営業所長

多摩支店長 古屋　里恵 営業サポート部　次長

甲府支店長 中野　武明 八王子支店　副部長

梅田支店長 奥村　慎吾 本店資産コンサルタント第二部長

鳥取支店長 後藤　征二 秋田支店　副部長

新宿センタービル支店長 松下　かおり 国立支店長

福岡支店長 増喜　裕二 所沢支店長

長崎支店長 平原　達也 新宿支店　副部長

熊本支店長 福田　光一 営業サポート部　次長

下関支店長 山岸　晃浩 鳥取支店長

静岡支店長 細田　和広 ウェルスマネジメント部長

浜松支店長 松田　有祐 高岡支店長

神戸支店長 藤井　卓哉 投資信託サポート部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド社長 洗　楚平 北京駐在員事務所長
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

北京駐在員事務所長 諸　紅霞 コーポレート・アクセス推進部付　次長

（大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド出向中）

以　　上
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