
平成17年3月18日

各　　　位

株式会社大和証券グループ本社

【㈱大和証券グループ本社】
Ⅰ．取締役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年6月24日〉

太田　浩司 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 常務取締役）

大和証券ＳＭＢＣ㈱ 代表取締役専務取締役 兼任予定

（２）退任予定

　〈平成17年6月24日〉

樋口　三千人

Ⅱ．執行役

（１）新任・昇格予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

専務執行役 太田　浩司

専務執行役 脇水　純一郎 （常務執行役）

常務執行役 森　郁夫 （執行役）

執行役 若林　孝俊 （人事部長 兼 企画担当役員付部長）

執行役 岩本　信之 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 国際金融部長）

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

執行役副社長 秦野　輝男

専務執行役 長谷川　明

専務執行役 中村　康男

専務執行役 大村　信明

専務執行役 井上　洋一郎

【大和証券㈱】
Ⅰ．取締役･執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役専務取締役 﨑山　章 （常務取締役）

専務取締役 石橋　俊朗 （常務取締役）

専務取締役 有明　一夫 （常務取締役）

常務取締役 髙木　徳三 （執行役員）

常務取締役 深井　崇史 （執行役員）

常務取締役 小出　富城 （執行役員）

記

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。
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常務取締役 島津　正樹 （執行役員）

執行役員 谷口　幸四郎 プライベートバンキング部長

執行役員 桑野　俊晶 （神戸グループマネージャー 兼 神戸支店長）

執行役員 池田　卓也 （経営企画部長 兼 リスクマネジメント室長）

執行役員 鈴木　孝一 システム企画部長

執行役員 阿比留　修 （横浜湘南エリアマネージャー 兼 横浜支店長）

執行役員 大塚　久 営業企画部長

執行役員 中村　比呂志 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 債券部長）

執行役員 中田　吉彦 （神奈川エリアマネージャー 兼 横浜駅西口支店長）

執行役員 岡ノ谷　泰治 名古屋エリアマネージャー 兼 名古屋支店長

兼 名古屋支店上席コンサルタント部長

兼 名古屋支店営業第一部長

執行役員 一木　雅彦 （営業サポート部長）

執行役員 草場　真也 （埼玉エリアマネージャー 兼 大宮支店長）

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

代表取締役専務取締役 長谷川　明 大和証券投資信託委託㈱ 代表取締役副社長就任予定

専務取締役 中村　康男 ㈱大和総研 代表取締役副社長就任予定

常務取締役 嶋村　佳秀 大和プロパティ㈱ 代表取締役副社長就任予定

常務取締役 髙﨑　準二 エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズ㈱ 専務取締役就任予定

執行役員 村上　義美 大和ペンション・コンサルティング㈱ 代表取締役社長就任予定

Ⅱ．監査役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

監査役 高嶋　勝平 （エヌ･アイ･エフ　ベンチャーズ㈱ 執行役員）

　〈平成17年6月23日〉

非常勤監査役 中嶋　清昭 ㈱大和証券グループ本社 監査委員会室長 兼任予定

（２）退任予定

　〈平成17年6月23日〉

監査役 多田　勇夫 ㈱大和総研 理事就任予定

監査役 上田　進

Ⅲ．参与

（１）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

参与 乾　真 平成17年4月26日金吉証券㈱ 代表取締役社長就任予定

参与 松本　政雄 大和証券投資信託委託㈱ 執行役員就任予定

参与 円谷　義郎 ㈱大和証券ビジネスセンター 常務取締役就任予定

参与 富永　繁治 大和証券ＳＭＢＣ㈱ 監査役就任予定

参与 大津　悟 大和証券ＳＭＢＣ㈱ 参与就任予定
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【大和証券SMBC㈱】
Ⅰ．取締役･執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役専務取締役 太田　浩司 （常務取締役）

専務取締役 炭谷　太郎 （常務取締役）

常務取締役 佐治　大祐 （常務執行役員）

常務取締役 赤松　和彦 （執行役員）

常務執行役員 田辺　章 （執行役員）

常務執行役員 駿田　和彦 （執行役員）

常務執行役員 上田　照章 （執行役員）

執行役員 黄　清苑 （参与）

執行役員 小池　茂雄 （参与）

執行役員 三木　健一 （㈱大和総研 執行役員）

執行役員 高橋　基 （コーポレート･ファイナンス第一部長）

執行役員 小菅　栄修 （エクイティ・キャピタルマーケット部長）

執行役員 西尾　信也 （事業法人第三部長）

執行役員 松島　俊直 企画担当付 部長

兼 大和証券ＳＭＢＣプリンシパル･インベストメンツ㈱ 取締役

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

代表取締役副社長 樋口　三千人 大和証券投資信託委託㈱ 代表取締役社長就任予定

専務取締役 井上　洋一郎

常務執行役員 松場　清志 エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズ㈱ 専務取締役就任予定

常務執行役員 竹内　宏 大和住銀投信投資顧問㈱ 専務取締役 兼 専務執行役員就任予定

Ⅱ．監査役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年6月23日〉

監査役 富永　繁治 （大和証券㈱ 参与）

（２）退任予定

　〈平成17年6月23日〉

監査役 山崎　龍治

Ⅲ．参与

（１）新任予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

参与 大津　悟 （大和証券㈱ 参与）

【大和証券投資信託委託㈱】
Ⅰ．取締役・執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役社長 樋口　三千人 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 代表取締役副社長）

代表取締役副社長 佐藤　恵一 （取締役 兼 専務執行役員）

代表取締役副社長 長谷川　明 （大和証券㈱ 代表取締役専務取締役）

取締役 兼 専務執行役員 藤井　英博 （専務執行役員）
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取締役（非常勤） 岩本　信之 ㈱大和証券グループ本社 執行役 兼任予定

常務執行役員 大西　善一郎 （執行役員）

執行役員 松本　政雄 （大和証券㈱ 参与）

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

取締役（非常勤） 日比野　隆司

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役社長 秦野　輝男

Ⅱ．監査役

（１）新任候補

　〈平成17年4月1日〉

非常勤監査役 辻　敏樹 ㈱大和証券グループ本社 企画担当役員付部長 兼任予定

（２）退任予定

　〈平成17年4月1日〉

監査役 二宮　幸一 参与就任予定

Ⅲ．参与

（１）新任予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

参与 中村　栄 運用企画管理部長

参与 澤田　康志 人事総務部長

　〈平成17年4月2日〉

参与 二宮　幸一 （監査役）

【㈱大和総研】
Ⅰ．取締役・執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役副社長 中村　康男 （大和証券㈱ 専務取締役）

代表取締役専務取締役 中内　俊一郎 （専務取締役）

専務取締役 東　英治 （常務取締役）

常務取締役 中村　明 （常務執行役員）

執行役員 桑野　通 （参与）

執行役員 打越　俊一 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 事業調査部長）

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

代表取締役副社長 野中　秋利

執行役員 三木　健一 大和証券ＳＭＢＣ㈱ 執行役員就任予定

Ⅱ．監査役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

監査役 岩室　充 （㈱大和証券グループ本社 監査委員会室長）
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（２）退任予定

　〈平成17年4月1日〉

非常勤監査役 小林　寿一

Ⅲ. 理事

（１）取締役就任予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

理事長 兼 取締役 清田　瞭 理事長

㈱大和証券グループ本社 取締役副会長 兼 執行役 兼任

（２）就任予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年6月24日〉

理事 多田　勇夫 （大和証券㈱ 監査役）

（３）退任予定

　〈平成17年6月30日〉

副理事長 賀来　景英

Ⅳ．参与

（１）新任予定 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

参与 飛田　公治 資産運用評価本部長

参与 星野　純一 運用本部長

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

参与 吉水　弘行 大和インベスター・リレーションズ㈱ 取締役就任予定

【大和住銀投信投資顧問㈱】
Ⅰ．取締役・執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

専務取締役　兼　専務執行役員 竹内　宏 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 常務執行役員）

専務取締役　兼　専務執行役員 大高　和夫 （常務取締役 兼 常務執行役員）

常務取締役　兼　常務執行役員 河合　俊明 （㈱三井住友銀行 執行役員）

常務執行役員 一条　俊輔 （執行役員）

（２）退任予定

　〈平成17年4月1日〉

取締役（非常勤） 脇水　純一郎

取締役（非常勤） 北山　禎介

【エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズ㈱】
Ⅰ．取締役・執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

専務執行役員 松場　清志 （大和証券ＳＭＢＣ㈱ 常務執行役員）

専務執行役員 髙﨑　準二 （大和証券㈱ 常務取締役）

執行役員 池田　謙次 （企業開発グループマネージャー）

執行役員 実歳　英雄 関西支社長
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　〈平成17年6月28日〉

専務取締役 松場　清志

専務取締役 髙﨑　準二

（２）退任予定

　〈平成17年3月31日〉

専務取締役 池田　哲彌 大和サンコー㈱代表取締役社長就任予定

執行役員 髙嶋  勝平 大和証券㈱ 監査役就任予定

Ⅱ．監査役

（１）新任候補

　〈平成17年6月28日〉

非常勤監査役 富永　繁治 大和証券ＳＭＢＣ㈱ 監査役 兼任予定

（２）退任予定

　〈平成17年6月28日〉

非常勤監査役 上田　進

【大和プロパティ㈱】
Ⅰ．取締役・執行役員

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役副社長 嶋村　佳秀 （大和証券㈱ 常務取締役）

専務取締役 能澤  矩正 （常務取締役）

執行役員 浅田　克典 （大和証券㈱ 静岡グループサブマネージャー 兼 浜松支店長）

Ⅱ．監査役

（１）新任候補

　〈平成17年6月22日〉

非常勤監査役 大西　敏彦 ㈱大和証券グループ本社 経営企画部長 兼任

（２）退任予定

　〈平成17年6月22日〉

監査役 関　次男

【㈱大和証券ビジネスセンター】
Ⅰ．取締役

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

常務取締役 円谷　義郎 （大和証券㈱ 参与）

常務取締役 椎名　俊明 （取締役）

Ⅱ．監査役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

監査役 小野　三郎 ㈱大和証券グループ本社 人事部付 参事

（大和インベスター･リレーションズ㈱）
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【大和サンコー㈱】
Ⅰ．取締役

（１）新任・昇格候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年6月23日〉

代表取締役社長 池田　哲彌 （エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズ㈱ 専務取締役）

常務取締役 吉田　康二 （取締役）

（２）退任予定

　〈平成17年6月23日〉

代表取締役社長 盛本　正英

Ⅱ．監査役

（１）新任候補

　〈平成17年6月23日〉

非常勤監査役 辻　敏樹 ㈱大和証券グループ本社 企画担当役員付部長 兼任予定

（２）退任予定

　〈平成17年6月23日〉

非常勤監査役 関　次男

【大和インベスター・リレーションズ㈱】
Ⅰ．取締役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

取締役 吉水　弘行 （㈱大和総研 参与）

【大和ペンション・コンサルティング㈱】
Ⅰ．取締役

（１）新任候補 　　（　　現　在　　）

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役社長 村上　義美 （大和証券㈱ 執行役員）

（２）退任予定

　〈平成17年4月1日〉

代表取締役社長 浦野　道郎 大和証券ＳＭＢＣ㈱ 公共法人担当役員付部長

以　　　　上
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平成17年3月18日

各　　　位

株式会社大和証券グループ本社

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．役員の異動

（平成17年4月1日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

取締役　兼　執行役副社長 樋口　三千人 取締役　兼　執行役副社長

アセットマネジメント部門担当 ホールセール部門副担当

兼　大和証券投資信託委託㈱代表取締役社長 兼　ホールセール部門商品担当

兼　大和証券SMBC㈱代表取締役副社長

執行役副社長 武本　嘉之 執行役副社長

リサーチ部門担当 情報技術担当（ＣＩＯ） 兼 リサーチ部門担当

兼　㈱大和総研代表取締役社長 兼　㈱大和総研代表取締役社長

専務執行役 太田　浩司 大和証券SMBC㈱常務取締役

ホールセール部門副担当 名古屋支店担当　兼　名古屋支店長

兼　大和証券SMBC㈱代表取締役専務取締役

取締役　兼　専務執行役 脇水　純一郎 取締役　兼　常務執行役

情報技術担当（ＣＩＯ） 最高財務責任者（ＣＦＯ）

[ 広報部、システム企画部管轄 ] [ ＩＲ室、財務部、システム企画部管轄 ]

取締役　兼　常務執行役 日比野　隆司 取締役　兼　常務執行役

企画・人事担当 企画・人事・法務担当

[ 人事部、経営企画部管轄 ] [ 人事部、経営企画部、法務部、広報部管轄 ]

執行役 若林　孝俊 人事部長

法務担当　兼　人事副担当 兼　企画担当役員付部長

[ 秘書室、人事部、法務部管轄　兼　人事部長 ]

執行役 岩本　信之 大和証券SMBC㈱

最高財務責任者（ＣＦＯ）　兼　企画副担当　 国際金融部長

[ 経営企画部、ＩＲ室、財務部管轄 ]

大和証券グループ　組織改正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組織改正および役職員の異動を行いますのでお知らせします。

記
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（平成17年6月24日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

執行役副社長 樋口　三千人 取締役　兼　執行役副社長

アセットマネジメント部門担当 アセットマネジメント部門担当

兼　大和証券投資信託委託㈱代表取締役社長 兼　大和証券投資信託委託㈱代表取締役社長

取締役　兼　専務執行役 太田　浩司 専務執行役

ホールセール部門副担当 ホールセール部門副担当

兼　大和証券SMBC㈱代表取締役専務取締役 兼　大和証券SMBC㈱代表取締役専務取締役

Ⅱ．職員の異動 （平成17年4月1日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

監査委員会室長 中嶋　清昭 大和証券SMBC㈱

法人企画部長

企画担当役員付部長 辻　敏樹 経営企画部　付部長

事務管理室長 久津間　司朗 大和証券SMBC㈱

クオンツ開発部長

兼　商品統括部　付部長

【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革  (平成17年4月1日)

(1) 管理本部を新設する。

(2) 営業本部を新設するとともに、エリア営業本部及びグループ営業本部を廃止する。

(3) 母店制におけるエリア区分・グループ区分を再編成するとともに、ユニット制を導入する。

(4) 営業サポート部を営業企画本部へ移管する。

(5) 投資銀行第一部～第三部の組織を改正するとともに、投資銀行第四部～第六部を増設する。

(6) 制度貯蓄部を制度ビジネス部に名称変更する。

Ⅱ．役員の異動  (平成17年4月1日)

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

代表取締役副社長 前　哲夫 代表取締役副社長

［内部管理統括責任者］

代表取締役専務取締役 﨑山　章 常務取締役

コンプライアンス本部長 コンプライアンス本部長

［内部管理統括責任者］

専務取締役 石橋　俊朗 常務取締役

商品本部長 商品本部長

兼　商品企画部長

専務取締役 有明  一夫 常務取締役

営業本部長 エリア営業本部長

常務取締役 髙木　徳三 執行役員

営業企画本部長 グループ営業本部　法人ビジネス担当

兼　投資銀行第三部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

常務取締役 深井　崇史 執行役員

管理本部長 リスクマネジメント担当

兼　財務担当

兼　管理担当

兼　制度ビジネス担当

常務取締役 島津　正樹 執行役員

投資顧問担当 プライベートバンキング担当

兼　投資顧問担当

執行役員 白川　真 執行役員

第三ユニット担当 エリア営業本部　法人ビジネス担当

兼　投資銀行第三部長 兼　投資銀行第一部長

執行役員 谷口　幸四郎 プライベートバンキング部長

プライベートバンキング担当

兼　制度ビジネス担当

兼　プライベートバンキング部長

執行役員 桑野　俊晶 神戸グループマネージャー

第四ユニット担当 兼　神戸支店長

兼　投資銀行第四部長

執行役員 池田　卓也 経営企画部長

内部監査担当 兼　リスクマネジメント室長

執行役員 鈴木　孝一 システム企画部長

システム担当

兼　システム企画部長

執行役員 阿比留　修 横浜湘南エリアマネージャー

第六ユニット担当 兼　横浜支店長

兼　投資銀行第六部長

執行役員 大塚　久 営業企画部長

営業企画担当

兼　営業企画部長

執行役員 中村　比呂志 大和証券SMBC㈱

第一ユニット担当 債券部長

兼　投資銀行第一部長

執行役員 中田　吉彦 神奈川エリアマネージャー

第五ユニット担当 兼　横浜駅西口支店長

兼　投資銀行第五部長

執行役員 岡ノ谷　泰治 名古屋エリアマネージャー

営業サポート担当 兼　名古屋支店長

兼　営業サポート部長 兼　名古屋支店上席コンサルタント部長

兼　名古屋支店営業第一部長

執行役員 一木　雅彦 営業サポート部長

第二ユニット担当

兼　投資銀行第二部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

執行役員 草場　真也 埼玉エリアマネージャー

商品担当 兼　大宮支店長

兼　アセットマネジメント担当

兼　商品企画部長

Ⅲ．職員の異動　（平成17年4月1日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

経営企画部長 坂井　陽介 岡山グループマネージャー　

兼　リスクマネジメント室長 兼　岡山支店長

投資信託部長 佐藤　隆二 名古屋エリアサブマネージャー　

兼　名古屋駅前支店長

総合法人部長 井ノ上　真一 大和証券SMBC㈱

エクイティ法人営業部長

制度ビジネス部長 馬医　良明 制度貯蓄部長

本店営業第二部長 山下　恒司 渋谷エリアサブマネージャー　

兼　五反田支店長

本店エリアサブマネージャー　 大賀　豊文 上野エリアマネージャー　

兼　上野支店長 兼　上野支店長

本店エリアサブマネージャー　 松本　好正 上野エリアサブマネージャー　

兼　亀戸支店長 兼　亀戸支店長

本店エリアサブマネージャー　 上條　暁 上野エリアサブマネージャー　

兼　千住支店長 兼　千住支店長

北海道グループサブマネージャー　 熊谷　勉 京都支店　付部長

兼　札幌支店  付部長

東北グループサブマネージャー　 八巻　恭 京都支店　次長

兼　秋田支店長

埼玉エリアマネージャー　 阪尾　日出人 大阪南エリアサブマネージャー　

兼　大宮支店長 兼　京橋支店長

埼玉エリアサブマネージャー　 村本　謙一 エリア営業本部　次長

兼　浦和支店長

名古屋エリアマネージャー　 小山　利章 名古屋エリアサブマネージャー　

兼　名古屋支店長 兼　豊橋支店長

兼　名古屋支店上席コンサルタント部長

名古屋エリアサブマネージャー　 高橋　秀典 埼玉エリアサブマネージャー　

兼　名古屋支店営業第一部長 兼　浦和支店長

名古屋エリアサブマネージャー　 岩本　隆 神奈川エリアサブマネージャー　

兼　名古屋駅前支店長 兼　町田支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

名古屋エリアサブマネージャー　 岡本　訓幸 本店営業第四部長

兼　豊橋支店長

名古屋エリアサブマネージャー　 笠原　弘之 中部グループマネージャー　

兼　岐阜支店長 兼　岐阜支店長

名古屋エリアサブマネージャー　 大谷　利夫 中部グループサブマネージャー　

兼　津支店長 兼　津支店長

新潟グループマネージャー　 糸木　豊 四国グループサブマネージャー　

兼　新潟支店長 兼　徳島支店長

中部・東海グループマネージャー　 佐田　憲治 中部グループサブマネージャー　

兼　静岡支店長 兼　松本支店長

中部・東海グループサブマネージャー　 定浪　一樹 静岡グループサブマネージャー　

兼　静岡支店　次長 兼　静岡支店　次長

中部・東海グループサブマネージャー　 早﨑　一夫 大和証券SMBC㈱

兼　浜松支店長 事業法人第一部　付部長

中部・東海グループサブマネージャー　 松本　典明 静岡グループサブマネージャー　

兼　沼津支店長 兼　沼津支店長

中部・東海グループサブマネージャー　 岡田　一郎 中部グループサブマネージャー　

兼　長野支店長 兼　長野支店長

中部・東海グループサブマネージャー　 武藤　浩明 大和証券SMBC㈱

兼　松本支店長 大阪支店事業法人営業部　次長

大阪南エリアサブマネージャー　 佐藤　伸夫 神戸グループサブマネージャー　

兼　京橋支店長 兼　明石支店長

大阪南エリアサブマネージャー　 安東　敏明 近畿グループサブマネージャー　

兼　和歌山支店長 兼　和歌山支店長

北陸グループマネージャー　 齋須　惣一 渋谷エリアサブマネージャー　

兼　金沢支店長 兼　蒲田支店長

新宿エリアサブマネージャー　 齊藤　直子 成城支店　次長

兼　中野支店長

多摩エリアサブマネージャー　 山岸　晃浩 静岡グループサブマネージャー　

兼　甲府支店長 兼　甲府支店長

千葉エリアサブマネージャー　 森　史彦 神奈川エリアサブマネージャー　

兼　千葉支店 　次長 兼　川崎支店長

千葉エリアサブマネージャー　 田中　孝明 上野エリアサブマネージャー　

兼　松戸支店長 兼　松戸支店長

千葉エリアサブマネージャー　 西島　庸尋 梅田支店　次長

兼　柏支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

兵庫グループマネージャー　 奥村　昌彦 静岡グループマネージャー　

兼　神戸支店長 兼　静岡支店長

兵庫グループサブマネージャー　 菅　照雄 神戸グループサブマネージャー　

兼　神戸支店  付部長 兼　神戸支店  付部長

兵庫グループサブマネージャー　 関根　太 大阪北エリアサブマネージャー　

兼　西宮支店長 兼　西宮支店長

兵庫グループサブマネージャー　 松本　聖 神戸グループサブマネージャー　

兼　姫路支店長 兼　姫路支店長

兵庫グループサブマネージャー　 山田　進 新宿エリアサブマネージャー　

兼　明石支店長 兼　中野支店長

渋谷エリアサブマネージャー　 水谷　吉伸 本店上席コンサルタント部　次長

兼　五反田支店長

渋谷エリアサブマネージャー　 吉野　浩 大阪支店上席コンサルタント部　次長

兼　蒲田支店長

四国グループサブマネージャー　 古市　征 上野エリアサブマネージャー　

兼　徳島支店長 兼　柏支店長

中国グループマネージャー　 豊島　康夫 広島グループマネージャー　

兼　広島支店長 兼　広島支店長

中国グループサブマネージャー　 小梶　博司 北海道グループサブマネージャー　

兼　広島支店  付部長 兼　札幌支店  付部長

中国グループサブマネージャー　 早田　政仁 岡山グループサブマネージャー　

兼　鳥取支店長 兼　鳥取支店長

中国グループサブマネージャー　 髙見澤　茂樹 岡山グループサブマネージャー　

兼　松江支店長 兼　松江支店長

中国グループサブマネージャー　 水野　嘉孝 奈良支店　付部長

兼　岡山支店長

中国グループサブマネージャー　 青木　栄治 広島グループサブマネージャー　

兼　福山支店長 兼　福山支店長

中国グループサブマネージャー　 竹中　淳 広島グループサブマネージャー　

兼　下関支店長 兼　下関支店長

中国グループサブマネージャー　 境　琢磨 広島グループサブマネージャー　

兼　徳山支店長 兼　徳山支店長

神奈川エリアマネージャー　 平山　恒光 北陸グループマネージャー　

兼　横浜駅西口支店長 兼　金沢支店長

神奈川エリアサブマネージャー　 遠茂谷　俊之 名古屋支店営業第一部　次長

兼　川崎支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

神奈川エリアサブマネージャー　 紙屋　博 本店営業第二部長

兼　町田支店長

横浜湘南エリアマネージャー　 伊藤　雅明 横浜湘南エリアサブマネージャー　

兼　横浜支店長 兼　藤沢支店長

横浜湘南エリアサブマネージャー　 近藤　雅彦 商品企画部　付部長

兼　藤沢支店長

【大和証券SMBC㈱】

Ⅰ．機構改革  (平成17年4月1日)

(1)商品本部及び投資銀行本部を廃止する。

(2)商品統括担当、商品戦略担当、国際金融担当、キャピタルマーケット担当、公開引受担当、ストラクチャー

ド・ファイナンス担当を置く。

(3)金融・公共法人担当を廃止し、金融法人担当及び公共法人担当を置く。

(4)事業法人営業担当を廃止し、法人営業担当を置く。

(5)事業法人担当を廃止し、事業法人第一部担当、同第二部担当、同第三部担当、同第四部担当及び同第五部・

第六部担当を置く。

(6)海外担当を廃止し、アジア・オセアニア担当、欧州・中近東担当及び国際業務企画担当を置く。

(7)財務・管理担当を廃止し、管理担当及び業務担当を置く。

(8)役員の呼称について

ⅰ）各担当の上に「上席担当」と称する役員を置くことができる。

ⅱ）エクイティ担当、債券担当、及び商品統括担当を兼務する役員を「商品担当」と称することができる。

　　（上記より「商品上席担当」を置くことができる、以下同様）

ⅲ）コーポレート・ファイナンス担当、国際金融担当、Ｍ＆Ａ担当、キャピタルマーケット担当、公開引

    受担当、ストラクチャード・ファイナンス担当、及び制度商品担当を兼務する役員を「投資銀行担当」

    と称することができる。

ⅳ）事業法人第一部担当、同第二部担当、同第三部担当、同第四部担当、及び同第五部・第六部担当を兼

　　務する役員を「事業法人担当」と称することができる。

ⅴ）アジア・オセアニア担当、欧州・中近東担当、及び国際業務企画担当を兼務する役員を「海外担当」

　　と称することができる。

(9)エクイティ戦略室の一部機能にクオンツ開発部の一部機能を統合して商品戦略部を設置し、商品戦略担当

の所管とする。

(10)クオンツ開発部の一部機能をエクイティ運用部に移管する。

(11)エクイティ法人営業部にエクイティ戦略室の一部機能を統合してプロダクト・マーケティング部と改称し、

エクイティ担当の所管とする。

(12)エクイティ戦略室、及びクオンツ開発部を廃止する。

(13)外貨債券部の機能を債券部及び債券営業部に移管し、外貨債券部を廃止する。

(14)商品統括部を商品統括担当の所管とする。

(15)コーポレート・ファイナンス第一部をコーポレート･ファイナンス部と改称し、事業調査部と共にコーポレー

ト・ファイナンス担当の所管とする。

(16)国際金融部を国際金融担当の所管とする。

(17)企業提携部を企業提携第一部から同第四部に再編する。

(18)エクイティ･キャピタルマーケット部、デット･キャピタルマーケット部、コーポレート･ファイナンス第三

部、及び名古屋コーポレート･ファイナンス部キャピタルマーケット課を統合してキャピタルマーケット部

を設置し、キャピタルマーケット担当の所管とする。

(19)大阪キャピタルマーケット部をキャピタルマーケット担当の所管とする。

(20)名古屋コーポレート・ファイナンス部公開引受課を公開引受部に統合し、公開引受担当の所管とする。
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(21)大阪公開引受部を公開引受担当の所管とする。

(22)名古屋コーポレート・ファイナンス部を廃止する。

(23)ストラクチャード・ファイナンス部をストラクチャード・ファイナンス担当の所管とする。

(24)金融法人第一部とコーポレート・ファイナンス第二部を統合して金融法人部を設置し、金融法人担当の所管

とする。

(25)公共法人部を公共法人担当の所管とする。

(26)事業法人営業部と金融法人第二部を統合して法人営業部を設置し、法人営業担当の所管とする。

(27)事業法人第一部、同第二部、同第三部、同第四部、同第五部、及び事業法人業務推進室を事業法人第一部、

同第二部、同第三部及び同第四部に再編し、夫々事業法人第一部担当、同第二部担当、同第三部担当、同第

四部担当の所管とする。

(28)事業法人第六部、及び同七部を夫々事業法人第五部、同第六部と改称し、事業法人第五部・第六部担当の所

管とする。

(29)大阪支店金融公共法人部と同事業法人営業部を統合し、大阪支店法人営業部を設置する。

(30)大阪支店事業法人第一部、同第二部及び同第三部を大阪支店法人第一部、同第二部及び同第三部と改称する。

(31)営業管理部、国際事務部、財務部の一部機能及び総務事務部（大阪、名古屋）の一部機能を統合して決済部

を設置し、管理担当の所管とする。

(32)財務部を管理担当の所管とする。

(33)IT統括部及び総務事務部を業務担当の所管とする。

(34)国際業務企画部を国際業務企画担当の所管とする。

Ⅱ．役員の異動  (平成17年4月1日)

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

代表取締役専務取締役 太田　浩司 常務取締役

名古屋支店担当

兼　名古屋支店長

専務取締役 大村　信明 専務取締役

海外上席担当 海外上席担当

兼  欧州･中近東担当 兼  大和証券SMBCｱｼﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞB.V.社長

兼　国際業務企画担当 兼  大和証券SMBC香港ﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長

兼　大和証券SMBCﾖｰﾛｯﾊﾟﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長 兼  大和証券SMBCｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長

兼  大和証券SMBCｱｼﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞB.V.社長 兼  大和國泰証券会長

兼  大和國泰証券会長

専務取締役 炭谷  太郎 常務取締役

投資銀行上席担当 コーポレート･ファイナンス上席担当

代表取締役常務取締役 藤岡　博史 代表取締役常務取締役

大阪支店上席担当 大阪支店担当

兼　大阪支店長 兼　大阪支店長

常務取締役 福島　純夫 常務取締役

商品上席担当 財務・管理担当

兼　商品統括担当

常務取締役 吉留　真 常務取締役

事業法人上席担当 事業法人上席担当

兼　法人企画上席担当 兼　事業法人営業担当

兼　法人営業担当

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

8



常務取締役 赤松　和彦 執行役員

名古屋支店担当 大阪支店担当

兼　名古屋支店長

常務執行役員 田辺　章 執行役員

事業法人第四部担当 事業法人担当

兼　コーポレート･ファイナンス担当

常務執行役員 駿田　和彦 執行役員

金融法人担当 金融・公共法人担当

兼　公共法人担当

執行役員 村上　豊 執行役員

管理担当 コーポレート･ファイナンス担当

兼　制度商品担当

執行役員 田中　光晴 執行役員

事業法人第一部担当 事業法人担当

執行役員 山根　正喜 執行役員

エクイティ担当 エクイティ上席担当

執行役員 多田　正己 執行役員

大阪支店担当 エクイティ担当

執行役員 髙橋　昭夫 執行役員

公開引受担当 コーポレート･ファイナンス担当

兼　ストラクチャード・ファイナンス担当

執行役員 鈴木　俊一 執行役員

債券担当 企画担当

兼　秘書室長

執行役員 草木　頼幸 執行役員

事業法人第三部担当 事業法人担当

執行役員 黄　清苑 参与

アジア・オセアニア担当 海外担当［アジア・オセアニア地域］

兼  大和証券SMBC香港ﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長 兼　大和証券SMBC香港ﾘﾐﾃｯﾄﾞ副会長

兼  大和証券SMBCｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長 兼　大和証券SMBCｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾘﾐﾃｯﾄﾞ副会長

兼　上海海際大和投資諮詢有限公司副会長 兼　上海海際大和投資諮詢有限公司副会長

兼　海際大和証券有限責任公司副会長 兼　海際大和証券有限責任公司副会長

執行役員 小池　茂雄 参与

事業法人第五部・第六部担当 事業法人担当

執行役員 三木　健一 ㈱大和総研 執行役員

業務担当

執行役員 高橋　基 コーポレート･ファイナンス第一部長

企画担当
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

執行役員 小菅　栄修 エクイティ・キャピタルマーケット部長

キャピタルマーケット担当

兼　制度商品担当

執行役員 西尾　信也 事業法人第三部長

事業法人第二部担当

執行役員 松島　俊直 企画担当付 部長

商品戦略担当 兼　大和証券SMBCﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱取締役

参与 丸山　義雄 参与

国際金融担当 コーポレート･ファイナンス担当（中国担当）

参与 大津　悟 大和証券㈱ 参与

法人企画担当 法人担当

兼　法人企画部長 兼　総合法人部長

Ⅲ．職員の異動

（平成17年4月1日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

エクイティ部長 園田　壽信 エクイティ戦略室長

プロダクト・マーケティング部長 小林　克彦 大阪支店金融公共法人部長

債券部長 山中　文彦 債券営業部長

債券業務部長 猪瀬　祐之 債券業務部　付部長

債券営業部長 本間　昭彦 大阪支店事業法人営業部長

商品統括部長 松島　喜治 ストラクチャード・ファイナンス部　付部長

商品戦略部長 中田　誠司 エクイティ部長

事業調査部長 引頭　麻実 事業調査部　付部長

コーポレート・ファイナンス部長 大岩　久人 デット･キャピタルマーケット部長

国際金融部長 大塚　澄雄 国際金融部　次長

企業提携第一部長 佐藤　誠治 企業提携部長

企業提携第二部長 大迫　隆政 ＩＴ統括部長

企業提携第三部長 赤井　雄一 企業提携部　付部長

企業提携第四部長 福島　喜和 企業提携部　付部長

キャピタルマーケット部長 千村　裕介 コーポレート・ファイナンス第一部　付部長

大阪キャピタルマーケット部長 落合　章彦 名古屋コーポレート･ファイナンス部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

企業年金推進室長 高田　十光 金融法人第二部長

金融法人部長 髙橋　一夫 事業法人第二部長

公共法人部長 斉藤　弘明 金融法人第一部長

法人営業部長 林　啓介 事業法人営業部長

事業法人第二部長 神田　進 事業法人第三部　付部長

事業法人第三部長 長瀬　吉昌 事業法人第四部長

事業法人第四部長 松井　敏浩 事業法人第五部長

事業法人第五部長 加藤　一夫 事業法人第六部長

事業法人第六部長 大鹿　博文 事業法人第七部長

大阪支店法人営業部長 辻本　将孝 大阪支店事業法人営業部　付部長

大阪支店法人第一部長 渡邉　伸司 大阪支店事業法人第一部長

大阪支店法人第二部長 丸尾　浩一 大阪支店事業法人第二部長

大阪支店法人第三部長 内山　達雄 大阪支店事業法人第三部長

名古屋支店法人第二部長 戸澤　章 公開引受部　付部長

欧州・中近東担当役員付部長 ｳﾞｨﾙﾌﾘｰﾄﾞ ｼｭﾐｯﾄ コーポレート･ファイナンス担当役員付部長

（大和証券SMBCﾖｰﾛｯﾊﾟﾘﾐﾃｯﾄﾞ(ﾛﾝﾄﾞﾝ)へ出向） 兼　大和証券SMBCﾖｰﾛｯﾊﾟﾘﾐﾃｯﾄﾞ、

フランクフルト支店長

 

大和証券SMBCﾖｰﾛｯﾊﾟﾘﾐﾃｯﾄﾞ、 夏目　景輔 機関投資家営業部　付部長

フランクフルト支店長

決済部長 辻野　隆雄 営業管理部長

ＩＴ統括部長 寺田　富雄 債券業務部長

秘書室長 石原　淳一 企業年金推進室長

（平成17年4月2日）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

公共法人担当役員付部長 浦野　道郎 ㈱大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社

人事部付　部長

兼　大和ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱代表取締役社長

 

以　　　上
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