
平成30年3月8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　中田 誠司

（コード番号　8601　東証・名証(第1部)）

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．執行役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

【新任・昇格】

取締役　兼　代表執行役副社長 松井　敏浩 取締役　兼　専務執行役

最高執行責任者（ＣＯＯ）　兼　企画担当 企画担当　兼　ホールセール部門副担当

兼　ホールセール部門担当 ［経営企画部管轄］

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　専務取締役

【新任・昇格】

執行役副社長 松下　浩一 専務執行役員

ホールセール部門副担当　兼　リテール部門副担当 グローバル・マーケッツ部門担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　専務取締役

常務執行役 荻野　明彦 常務執行役

法務担当　兼　企画副担当 法務担当　兼　企画副担当

［秘書室、経営企画部管轄］ ［秘書室、経営企画部、ＩＲ室管轄］

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　常務執行役員

【新任・昇格】

常務執行役 在原　淳一 執行役員

最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） グループリスクマネジメント担当

兼　データ管理担当（ＣＤＯ）  [リスクマネジメント部管轄]

 [リスクマネジメント部管轄]

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

【新任・昇格】

専務執行役員 岡　裕則 常務執行役員

アジア・オセアニア担当 アジア・オセアニア担当

大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド会長 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド会長

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会長 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会長

常務執行役員 猪瀬　祐之 常務執行役

最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）

 [リスクマネジメント部管轄]

　― 大和証券㈱　常務取締役

執行役員 佐藤　英二 執行役員

企画副担当 企画副担当

［経営企画部、ＩＲ室管轄］ ［経営企画部管轄　兼　経営企画部長］

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券グループ　役員人事について

下記の通り、大和証券グループの役員人事を内定致しましたのでお知らせします。

記
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

参与 洗　楚平 　―

アジア・オセアニア副担当

　― 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド社長

退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

取締役 西尾　信也 取締役　兼　代表執行役副社長

最高執行責任者（ＣＯＯ）　兼　ホールセール部門担当

兼　リテール部門副担当

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長　就任予定 大和証券㈱　代表取締役副社長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長　就任予定

大和企業投資㈱　取締役会長　就任予定

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長　就任予定

【大和証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

【新任・昇格】

代表取締役副社長 松井　敏浩 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング管掌 グローバル・インベストメント・バンキング本部長

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　専務執行役

【新任・昇格】

代表取締役副社長 松下　浩一 専務取締役

グローバル・マーケッツ本部長 グローバル・マーケッツ本部長

㈱大和証券グループ本社　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　専務執行役員

専務取締役 丸尾　浩一 専務取締役

企業公開担当 法人副本部長　兼　大阪法人担当

専務取締役 赤井　雄一 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング本部長 グローバル・インベストメント・バンキング担当

兼　法人企画担当

【新任・昇格】

専務取締役 小林　昭広 常務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング担当 グローバル・インベストメント・バンキング副担当

【新任・昇格】

常務取締役 松本　好仙 常務執行役員

事業法人担当　兼　法人企画担当 事業法人担当　兼　法人企画担当

【新任・昇格】

常務取締役 辻本　将孝 常務執行役員

大阪法人担当 名古屋法人担当

常務執行役員 下村　直人 常務執行役員

営業担当 営業担当

（新宿グループ、埼玉グループ、北海道・東北グループ管轄） （埼玉グループ、千葉グループ、北海道・東北グループ管轄）

2



新 氏　名 現

【新任・昇格】

常務執行役員 在原　淳一 執行役員

リスクマネジメント担当 リスクマネジメント副担当

㈱大和証券グループ本社　常務執行役 ㈱大和証券グループ本社　執行役員

【新任・昇格】

常務執行役員 新妻　信介 執行役員

最高お客様満足度責任者（ＣＣＯ） 営業企画担当

兼　営業企画担当

執行役員 田所　俊弥 執行役員

営業担当 営業担当

（千葉グループ、九州・山口グループ管轄） （新宿グループ、池袋グループ、九州・山口グループ管轄）

執行役員 伊倉　智毅 執行役員

営業担当 営業担当

（渋谷グループ、四国グループ、信越グループ管轄） （本店管轄）

兼　本店長

執行役員 佐野　径 執行役員

営業担当 営業担当

（東京グループ、池袋グループ、静岡グループ、兵庫グループ管轄） （東京グループ、静岡グループ、兵庫グループ管轄）

執行役員 山本　徹 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング副担当 グローバル・インベストメント・バンキング副担当

兼　法人企画担当

【新任・昇格】

執行役員 代田　英展 参与

グローバル・インベストメント・バンキング副担当 グローバル・インベストメント・バンキング副担当

【新任・昇格】

執行役員 辻岡　功 名古屋法人担当役員付部長

名古屋法人担当

【新任・昇格】

執行役員 小林　奨 エクイティ担当役員付部長

エクイティ副担当　兼　金融市場副担当 兼　金融市場担当役員付部長

【新任・昇格】

執行役員 高塚　峰生 大阪支店長

営業担当

（本店管轄）

【新任・昇格】

執行役員 髙橋　努務 名古屋支店長

営業担当

（近畿・大阪南グループ、中部グループ、北陸グループ管轄）

【新任・昇格】

参与 渡辺　淳司 福岡支店長

営業担当

（福岡支店管轄）
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

参与 前川　克己 名古屋駅前支店長

営業担当

（名古屋支店、名古屋駅前支店管轄）

退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 西尾　信也 代表取締役副社長

法人管掌　兼　営業管掌

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長　就任予定

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長　就任予定

大和企業投資㈱　取締役会長　就任予定

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長　就任予定

　― 猪瀬　祐之 常務取締役

リスクマネジメント担当

㈱大和証券グループ本社　常務執行役員　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　常務執行役

　― 古市　征 常務執行役員

営業担当

（渋谷グループ、四国グループ、

　信越グループ、北陸グループ管轄）

大和証券投資信託委託㈱　取締役　兼　常務執行役員　就任予定 　―

　― 立花　明 執行役員

営業担当

（近畿・大阪南グループ、中部グループ管轄）

㈱大和総研ホールディングス　常務取締役　就任予定 　―

㈱大和総研　常務取締役　就任予定

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務取締役　就任予定

【大和証券投資信託委託㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 日下　典昭 取締役副社長

取締役　兼　専務執行役員 森　剛朗 取締役　兼　常務執行役員

取締役　兼　常務執行役員 古市　征 　―

　― 大和証券㈱　常務執行役員

常務執行役員 重田　修 執行役員
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新 氏　名 現

執行役員 小林　桂治 エクイティ運用部　主席専門職

兼　エクイティ運用部長

執行役員 望月　衛 リスクマネジメント部長

参与 栗原　昌由 経営企画部長

退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 坂井　陽介 代表取締役副社長

　― 酒井　恵一 取締役　兼　専務執行役員

リテラ・クレア証券㈱　代表取締役社長　就任予定 　―

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 早﨑　一夫 取締役　兼　常務執行役員

【㈱大和総研ホールディングス】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 立花　明 　―

㈱大和総研　常務取締役 大和証券㈱　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務取締役

常務執行役員 岸本　利彦 　―

DIRインフォメーションシステムズ㈱　代表取締役社長 ㈱大和総研　常務執行役員

執行役員 福田　康介 　―

㈱大和総研　執行役員 大和証券㈱　金融法人部長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 小菅　栄修 専務取締役

㈱大和総研　顧問　就任予定 ㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役
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新 氏　名 現

　― 地福　三郎 専務取締役

㈱大和証券ビジネスセンター　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

　― 中峯　文彦 執行役員

㈱大和総研　常務執行役員　就任予定 ㈱大和総研　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 平山　恒光 執行役員

DIRインフォメーションシステムズ㈱　上席参事 ㈱大和総研　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

【㈱大和総研】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

専務取締役 岡ノ谷　泰治 　―

㈱大和総研ホールディングス　専務取締役 ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役専務取締役 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役専務取締役

常務取締役 熊谷　亮丸 常務執行役員

常務取締役 立花　明 　―

㈱大和総研ホールディングス　常務取締役 大和証券㈱　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務取締役

常務執行役員 藤田　晋浩 執行役員

常務執行役員 中峯　文彦 執行役員

　― ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 福田　康介 　―

㈱大和総研ホールディングス　執行役員 大和証券㈱　金融法人部長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 植松　哲也 システム企画部長
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退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 小菅　栄修 専務取締役

　― ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

　― 地福　三郎 専務取締役

㈱大和証券ビジネスセンター　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

　― 今村　研二 専務取締役

大和住銀投信投資顧問㈱　専務執行役員　就任予定 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

　― 岸本　利彦 常務執行役員

㈱大和総研ホールディングス　常務執行役員　就任予定 　―

DIRインフォメーションシステムズ㈱　代表取締役社長　就任予定

　― 田中　宏太郎 常務執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

　― 平山　恒光 執行役員

㈱大和総研ホールディングス　上席参事　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

DIRインフォメーションシステムズ㈱　上席参事　就任予定 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

Ⅱ．理事

昇格予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

専務理事 道盛　大志郎 常務理事

【㈱大和総研ビジネス・イノベーション】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 立花　明 　―

㈱大和総研ホールディングス　常務取締役 大和証券㈱　執行役員

㈱大和総研　常務取締役

執行役員 鈴木　潤 　―

㈱大和総研　執行役員 ㈱大和総研　執行役員

執行役員 吉川　直哉 金融システム開発本部副本部長

兼　金融システムコンサルティング企画部長
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新 氏　名 現

執行役員 福田　康介 　―

㈱大和総研ホールディングス　執行役員 大和証券㈱　金融法人部長

㈱大和総研　執行役員

執行役員 今津　英次 システムコンサルティング本部副本部長

兼　企業システムコンサルティング第二部長

参与 堀江　憲治 金融システム開発本部副本部長

兼　金融システム開発第二部長

退任予定（平成30年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 小菅　栄修 専務取締役

㈱大和総研　顧問　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研　専務取締役

　― 地福　三郎 専務取締役

㈱大和証券ビジネスセンター　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研　専務取締役

　― 今村　研二 専務取締役

大和住銀投信投資顧問㈱　専務執行役員　就任予定 ㈱大和総研　専務取締役

　― 平山　恒光 執行役員

㈱大和総研ホールディングス　上席参事　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

DIRインフォメーションシステムズ㈱　上席参事　就任予定 ㈱大和総研　執行役員

　― 中峯　文彦 執行役員

㈱大和総研　常務執行役員　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

㈱大和総研　執行役員

【大和住銀投信投資顧問㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

専務執行役員 今村　研二 　―

　― ㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

常務執行役員 長谷川　晃 執行役員

常務執行役員 青木　昭憲 執行役員
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新 氏　名 現

常務執行役員 白神　誠 執行役員

執行役員 岩井　和司 運用企画部長

Ⅱ．監査役

新任候補（平成30年6月22日付）

新 氏　名 現

監査役 齋藤　浩司 　―

　― 大和証券㈱　グローバル・エクイティ・セールス第一部　担当部長　

兼　グローバル・エクイティ・トレーディング部　担当部長

兼　コンプライアンス部付　担当部長

退任予定（平成30年6月22日付）

新 氏　名 現

　― 石川　義和 監査役

【㈱大和証券ビジネスセンター】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 地福　三郎 　―

　― ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役

㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

取締役 大塚　政則 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　コンプライアンス統括部長

大和証券㈱　コンプライアンス統括部長

退任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 若林　孝俊 代表取締役社長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 五嶋　修 常務取締役
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【大和プロパティ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 土山　博英 取締役

取締役 山田　進 参与

取締役 山下　恒司 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　総務部長

大和証券㈱　総務部長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 岡田　清 取締役

Ⅲ．監査役

新任候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 細川　健 経営企画部長

退任予定（平成30年6月26日付）

新 氏　名 現

　― 伊藤　英之 監査役

【㈱大和ネクスト銀行】

Ⅰ．監査役

新任候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 関山　文孝 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　コンプライアンス統括部　担当部長

大和証券㈱　コンプライアンス統括部　担当部長

退任予定（平成30年6月25日付）

新 氏　名 現

　― 石原　淳一 監査役
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【㈱大和インベストメント・マネジメント】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 西尾　信也 　―

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長

退任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 髙橋　昭夫 代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長

【㈱大和キャピタル・ホールディングス】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 西尾　信也 　―

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長

退任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

　― 髙橋　昭夫 代表取締役社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長

【大和企業投資㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 西尾　信也 　―

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長
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退任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 髙橋　昭夫 取締役会長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役会長

Ⅱ．監査役

新任候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 百島　久治 　―

　― 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングス出向中　

　兼　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　

　　㈱大和インベストメント・マネジメント出向中　　

　　大和企業投資㈱出向中　　

　　DCIパートナーズ㈱出向中　　

　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中　　

退任予定（平成30年6月21日付）

新 氏　名 現

　― 倉本　勤也 監査役

【大和ＰＩパートナーズ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 西尾　信也 　―

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和企業投資㈱　取締役会長

退任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 髙橋　昭夫 取締役会長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和企業投資㈱　取締役会長
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Ⅱ．監査役

新任候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 百島　久治 　―

大和企業投資㈱　監査役 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングス出向中　

　兼　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　

　　㈱大和インベストメント・マネジメント出向中　　

　　大和企業投資㈱出向中　　

　　DCIパートナーズ㈱出向中　　

　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中　　

退任予定（平成30年6月21日付）

新 氏　名 現

　― 倉本　勤也 監査役（非常勤）

　― 大和企業投資㈱　監査役

【㈱大和ファンド・コンサルティング】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役 中川　晴 ファンド調査部長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 大藤　康博 取締役

【大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成30年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 福島　寿雄 取締役

【大和オフィスサービス㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年6月28日付）

新 氏　名 現

取締役副社長 笠原　弘之 　―

　― リテラ・クレア証券㈱　代表取締役社長
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【リテラ・クレア証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成30年6月28日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 酒井　恵一 　―

　（平成30年4月1日付で執行役員副社長就任）

　― 大和証券投資信託委託㈱　取締役　兼　専務執行役員

退任予定（平成30年6月28日付）

新 氏　名 現

　― 笠原　弘之 代表取締役社長

大和オフィスサービス㈱　取締役副社長　就任予定 　―

　― 香川　隆宣 常務取締役

以　　上　
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