
平成30年3月23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．機構改革（平成30年4月1日付）

（1） ＭＩＳデータ管理部を新設する。

（2） コンプライアンス統括部内にマネー・ローンダリング対策室を新設する。

（3） 経営企画部内にＳＤＧｓ推進室を新設する。

（4） 人事部内のワーク・ライフ・バランス推進課をワーク・ライフ・バランス推進室に変更する。

Ⅱ．役員の異動（平成30年4月1日付）

Ⅲ．職員の異動（平成30年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

コンプライアンス統括部長 上野　治久 コンプライアンス統括部　担当部長

兼　大和証券㈱　コンプライアンス統括部長

ＭＩＳデータ管理部長 山口　貴 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　ＭＩＳデータ管理部長 ストラクチャード・プロダクト部　担当部長

広報部長 竹内　由紀子 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　広報部長 金融市場営業第一部長

メンタルヘルスサポート室長 竹中　淳 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　メンタルヘルスサポート室長 横浜駅西口支店　副支店長

総務部長 三木　淳司 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　総務部長 広域法人第二部長

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

常務執行役 在原　淳一 常務執行役

最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）

兼　データ管理担当（ＣＤＯ） 兼　データ管理担当（ＣＤＯ）

 [リスクマネジメント部、ＭＩＳデータ管理部管轄]  [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㈱　常務執行役員

執行役員 辻　朋紀 執行役員

広報担当 広報担当

 　広報部、ＩＲ室、総務部、  　広報部、ＩＲ室、総務部、

　メンタルヘルスサポート室管轄［企業倫理担当］ 　メンタルヘルスサポート室管轄［企業倫理担当］

　兼　メンタルヘルスサポート室長

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員
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【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革（平成30年4月1日付）

（1） データ管理担当を新設し、データ管理担当下にＭＩＳデータ管理部を新設する。

（2） コンプライアンス担当下のコンプライアンス統括部内にマネー・ローンダリング対策室を新設する。

（3） 企画担当下の経営企画部内にＳＤＧｓ推進室を新設する。

（4） エクイティ担当下および金融市場担当下にデリバティブ業務開発部を新設する。

（5） 営業企画担当下の営業企画部内にリテールビジネス改革室を新設する。

（6） グローバル・インベストメント・バンキング担当下に企業提携第四部を新設する。

（7） グローバル・インベストメント・バンキング担当下の公開引受部を

　　　公開引受第一部、公開引受第二部、公開引受第三部の３部体制に変更する。

（8） ダイレクト担当下に福岡コンタクトセンター部を新設する。

（9） 人事部内のワーク・ライフ・バランス推進課をワーク・ライフ・バランス推進室に変更する。

（10）商品業務部をグローバル・マーケッツ業務部に名称変更する。

（11）法人統括部を法人企画部に名称変更する。

（12）ダイレクト担当下のダイレクト企画部をダイレクト担当およびプロダクト・ソリューション担当の共管とする。

（13）営業企画担当下の情報管理部を廃止する。

Ⅱ．役員の異動（平成30年4月1日付）

Ⅲ．職員の異動（平成30年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

コンプライアンス統括部長 上野　治久 コンプライアンス統括部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　コンプライアンス統括部長

引受審査部長 平井　克弥 ＩＢソリューション部長

ＭＩＳデータ管理部長 山口　貴 ストラクチャード・プロダクト部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　ＭＩＳデータ管理部長

新 氏　名 旧

常務執行役員 在原　淳一 常務執行役員

リスクマネジメント担当 リスクマネジメント担当

兼　データ管理担当

㈱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　常務執行役

執行役員 辻　朋紀 執行役員

広報・ＩＲ担当 広報・ＩＲ担当

兼　メンタルヘルスサポート担当 兼　メンタルヘルスサポート担当

兼　総務担当 兼　総務担当

兼　メンタルヘルスサポート室長

㈱大和証券グループ本社　執行役員 ㈱大和証券グループ本社　執行役員

執行役員 高塚　峰生 執行役員

営業担当 営業担当

（本店管轄） （本店管轄）

兼　本店長

参与 前川　克己 参与

営業担当 営業担当

（名古屋支店、名古屋駅前支店管轄） （名古屋支店、名古屋駅前支店管轄）

兼　名古屋支店長

兼　名古屋駅前支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

広報部長 竹内　由紀子 金融市場営業第一部長

兼　㈱大和証券グループ本社　広報部長

メンタルヘルスサポート室長 竹中　淳 横浜駅西口支店　副支店長

兼　㈱大和証券グループ本社　メンタルヘルスサポート室長

総務部長 三木　淳司 広域法人第二部長

兼　㈱大和証券グループ本社　総務部長

リサーチ業務部長 伊藤　紀博 コンプライアンス統括部　担当部長

グローバル・マーケッツ業務部長 赤坂　誠 商品業務部長

デリバティブ業務開発部長 名倉　智尚 外国債券・為替部長

外国債券・為替部長 澤　伸幸 債券部　担当部長

金融市場営業第一部長 岩﨑　正裕 金融市場営業第二部　担当部長

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 別所　充 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　企業提携第四部長

エクイティ･キャピタルマーケット部長 木地　佳彦 エクイティ･キャピタルマーケット部　担当部長

大阪キャピタルマーケット部長 長谷川　順一 エクイティ･キャピタルマーケット部長

公開引受第一部長 池川　忍 事業法人第二部　副部長

公開引受第二部長 松下　健哉 公開引受部長

公開引受第三部長 高野　晴代 引受審査部長

ＩＢソリューション部長 平光　俊幸 大阪キャピタルマーケット部長

法人企画部長 大谷　文章 法人統括部長

コーポレート・ファイナンス第一部長 丹羽　伸太 コーポレート・ファイナンス第一部　担当部長

コーポレート・ファイナンス第二部長 柏木　規彰 コーポレート・ファイナンス第一部長

金融法人部長 瀬戸　真一 広報部長

兼　㈱大和証券グループ本社　広報部長

名古屋法人営業部長 小野﨑　慎 名古屋法人営業部　担当部長

確定拠出年金ビジネス部長 神谷　英樹 福島支店長

ローンビジネス部長 岩越　守彦 情報管理部長

銀行ビジネス部長 大槻　竜児 ローンビジネス部長

保険コンサルティング部長 松村　健一 確定拠出年金ビジネス部長

投資信託サポート部長 竹内　竜也 岡山支店長

広域法人第二部長 河野　功 名古屋法人営業部長

ダイレクト担当役員付部長 岡口　雅信 東京コンタクトセンター部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

ダイレクト企画部長 山本　真 ダイレクト企画部　副部長

東京コンタクトセンター部長 宮﨑　真紀 銀座支店長

福岡コンタクトセンター部長 阿部　秀夫 渋谷支店クライアントサポート部長

京都支店資産コンサルタント第一部長 三浦　雅博 新潟支店長

京都支店法人部長 斉藤　郁治 千葉支店　担当部長

京都支店　伏見営業所長 村田　研一 川崎支店　副部長

名古屋支店クライアントサポート部長 船津　総一郎 内部監査部　担当部長

名古屋駅前支店　副支店長 久保田　恵子 豊橋支店長

横浜駅西口支店　副支店長 森部　美加 銀行ビジネス部長

町田支店長 衣笠　傑 和歌山支店長

宇都宮支店長 池田　剛 松戸支店長

盛岡支店長 正司園　祐司 盛岡支店　副部長

福島支店長 渡部　友和 プロダクト・マーケティング部　担当部長

府中支店長 湯浅　葉子 営業サポート部　次長

大阪支店長 成枝　隆明 池袋支店長

大阪支店クライアントサポート部長 井筒　昭典 神戸支店　副支店長

大阪支店地域コンサルタント部長 山本　寛二 岐阜支店長

茨木支店長 山内　聰美 府中支店長

岡山支店長 園田　健治 保険コンサルティング部長

千葉支店　副支店長 冨田　敏之 町田支店長

松戸支店長 林　貴一 亀戸支店　市川営業所長

福岡支店　副支店長 内田　祐仁 津支店長

渋谷支店クライアントサポート部長 丸岡　俊雄 コンプライアンス部　担当部長

五反田支店長 瀬戸　渉司 プライベートバンキング部　副部長

成城支店　経堂営業所長 早川　具幸 千葉支店　副部長

新潟支店長 齋藤　誠一 宇都宮支店長

高松支店長 中村　厳友 人事部　担当部長

銀座支店長 福原　恵美 営業本部長付部長

亀戸支店長 渡辺　千代子 五反田支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

亀戸支店　市川営業所長 吉瀬　正夫 札幌支店　副部長

池袋支店長 井戸垣　陽子 亀戸支店長

神戸支店　副支店長 坂口　泰通 千葉支店　副支店長

和歌山支店長 福間　輝明 梅田支店　副部長

豊橋支店長 古永家　亮 成城支店　経堂営業所長

一宮支店長 萩原　淳 大阪支店資産コンサルタント第一部　副部長

岐阜支店長 関　秀則 法人営業第一部　担当部長

津支店長 大池　雅之 横浜支店　副部長

大和証券キャピタル・マーケッツインディアプライベートリミテッド社長 鳥羽　雄大 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.

サンフランシスコ支店長

大和日華（上海）企業諮詢有限公司社長 小西　健太郎 大和証券キャピタル・マーケッツインディアプライベートリミテッド社長

ミャンマー証券取引センター社長 山口　隆 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・マーケッツヨーロッパリミテッド、 加藤　紀朗 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド

ジュネーブ支店長 （パリ駐在員事務所）出向中

以　　上
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