
平成19年3月20日

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．役員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

執行役 中田　誠司 執行役

企画副担当　兼　人事副担当 企画副担当　兼　人事副担当

  秘書室、人事部、経営企画部管轄 [秘書室、人事部、経営企画部管轄]

  兼　経営企画部長

Ⅱ．職員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

監査委員会室長 久米　愛樹 大和証券㈱

情報管理室長

アメリカ大和証券㈱社長 森　剛朗 アメリカ大和証券㈱（ニューヨーク）出向中

【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革  (平成19年4月2日付)

（１） 本店、名古屋支店、大阪支店、京都支店及び渋谷支店に、地域コンサルタント部を新設し、

ファイナンシャル アドバイザー部を廃止する。

（２） 営業部を資産コンサルタント部に名称変更する。

（３） 経営企画部及び人事部を管理本部の管轄下から、代表取締役直轄の組織にする。

（４） 内部監査部をコンプライアンス本部の管轄下から、代表取締役直轄の組織にする。

（５） コンプライアンス本部の管轄下に売買監査室を新設する。

（６） SMA本部の管轄下にファンドラップ部を新設する。

Ⅱ．役員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

取締役 鈴木　孝一 取締役

業務・システム担当 業務・システム担当

兼　システム企画部長

各       位

株式会社大和証券グループ本社

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、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。
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

執行役員 草場　真也 執行役員

企画・人事担当 企画・人事担当

兼　経営企画部長

Ⅲ．職員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

内部監査部長 勝又　保 ＳＭＡコンサルティング部　付部長

システム企画部長 田中　稔介 業務部　付部長

リーガル・コンプライアンス副担当 菅　照雄 渋谷エリアサブマネージャー

兼　渋谷支店営業第一部長

コンプライアンス部長 香川　隆宣 内部監査部長

売買監査室長 大山　昌克 リーガル・コンプライアンス副担当

商品企画部長 糸井　政次 商品企画部　付部長

兼　ダイレクト企画部　付部長

投資情報部長 花岡　幸子 商品企画部　次長

エクイティ部長 川上　進次 渋谷エリアマネージャー　

兼　渋谷支店長

兼　渋谷支店上席コンサルタント部長

債券部長 宮本　聖也 大和証券ＳＭＢＣ㈱

金融法人部　付部長

情報管理室長 内木　将友 池袋エリアマネージャー　

兼　池袋支店長

営業企画部長 山田　健彦 投資情報部長

支店教育サポート部長 荒木　真由美 大阪北エリアサブマネージャー　

兼　豊中支店長

法人ビジネス部長 高田　廣央 証券仲介事業部長

証券仲介事業部長 近藤　雅彦 横浜湘南エリアサブマネージャー　

兼　藤沢支店長
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

ファンドラップ部長 松原　浩之 商品本部付　上席次長

本店上席コンサルタント第二部長 東　慶一郎 東北グループサブマネージャー

兼　盛岡支店長

本店資産コンサルタント第一部長 下村　直人 本店営業第一部長

兼　本店営業第二部長

本店資産コンサルタント第二部長 百田　圭佑 大阪北エリアサブマネージャー

兼　茨木支店長

本店投資サービス部長 各務　訓正 東北グループサブマネージャー

兼　仙台支店  上席次長

本店地域コンサルタント部長 成田　博 本店ファイナンシャル アドバイザー部長

本店エリアサブマネージャー　 岩越　守彦 福岡グループサブマネージャー

兼　千住支店長 兼　大分支店長

北海道グループサブマネージャー　 亀井　正文 コンプライアンス本部付　部長

兼　釧路支店長 （コンプライアンスオフィサー）

東北グループサブマネージャー　 矢田　誠 近畿グループサブマネージャー

兼　仙台支店　上席次長 兼　彦根支店長

東北グループサブマネージャー　 仁神　仁志 南九州グループサブマネージャー

兼　盛岡支店長 兼　那覇支店長

北関東グループマネージャー　 苅田　恭治 四国グループサブマネージャー

兼　宇都宮支店長 兼　高知支店長

埼玉エリアマネージャー　 佐田　憲治 中部・東海グループマネージャー

兼　大宮支店長 兼　静岡支店長

名古屋エリアサブマネージャー　 村　宏文 名古屋支店営業第二部長

兼　名古屋支店資産コンサルタント第一部長

名古屋支店資産コンサルタント第二部長 川村　知司 本店上席コンサルタント第二部長

名古屋支店地域コンサルタント部長 黒川　拓志 名古屋支店ファイナンシャル アドバイザー部長
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

名古屋エリアサブマネージャー　 菅野　政仁 大和証券ＳＭＢＣ㈱

兼　岐阜支店長 法人営業部　付部長

名古屋エリアサブマネージャー　 小川　逸朗 大阪南エリアサブマネージャー

兼　津支店長 兼　難波支店長

中部・東海グループマネージャー　 嘉戸　隆 営業企画部長

兼　静岡支店長

中部・東海グループサブマネージャー　 坂井　史明 大和証券ＳＭＢＣ㈱

兼　沼津支店長 事業法人第一部　付部長

大阪南エリアサブマネージャー 竹中　淳 大阪支店営業第二部長

兼　大阪支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二部長 髙見澤　茂樹 中国グループサブマネージャー

兼　松江支店長

大阪支店地域コンサルタント部長 山本　義夫 福岡グループサブマネージャー　

兼　福岡支店  付部長

大阪南エリアサブマネージャー　 紙屋　博 神奈川エリアサブマネージャー

兼　難波支店長 兼　町田支店長

大阪北エリアサブマネージャー　 小林　正道 多摩エリアサブマネージャー

兼　梅田支店　付部長 兼　多摩支店長

大阪北エリアサブマネージャー　 上條　暁 本店エリアサブマネージャー

兼　豊中支店長 兼　千住支店長

大阪北エリアサブマネージャー 奥村　慎吾 営業企画部　次長

兼　茨木支店長

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

兼　富山支店長 兼　沼津支店長

近畿グループサブマネージャー 山本　広明 四国グループサブマネージャー

兼　京都支店資産コンサルタント第一部長 兼　新居浜支店長
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

京都支店資産コンサルタント第二部長 冷泉　雅一 京都支店営業第二部長

京都支店法人部長 小林　茂夫 大和証券ＳＭＢＣ㈱

金融法人部　付部長

京都支店地域コンサルタント部長 成田　泰孝 京都支店ファイナンシャル アドバイザー部長

近畿グループサブマネージャー　 芝滝　惠次 京都支店法人部長

兼　彦根支店長

新宿エリアサブマネージャー　 船田　浩一 自由が丘支店　上席次長

兼　中野支店長

多摩エリアサブマネージャー　 保土原　啓 大阪南エリアサブマネージャー

兼　多摩支店長 兼　大阪支店営業第一部長

千葉エリアマネージャー　 栁原　藤雄 経営企画部長

兼　千葉支店長

兵庫グループマネージャー　 竹﨑　恵一 南九州グループマネージャー　

兼　神戸支店長 兼　鹿児島支店長

渋谷エリアマネージャー　 齊藤　直子 新宿エリアサブマネージャー　

兼　渋谷支店長 兼　中野支店長

兼　渋谷支店上席コンサルタント部長

渋谷エリアサブマネージャー 内山　知彦 近畿グループサブマネージャー

兼　渋谷支店資産コンサルタント第一部長 兼　京都支店営業第一部長

渋谷支店資産コンサルタント第二部長 渡辺　淳司 渋谷支店営業第二部長

渋谷支店地域コンサルタント部長 岡村　義明 立川支店　付部長

池袋エリアマネージャー　 後藤　渉 北陸グループサブマネージャー　

兼　池袋支店長 兼　富山支店長

池袋エリアサブマネージャー　 久保田　恵子 営業企画部　上席次長

兼　所沢支店長
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

四国グループサブマネージャー　 高橋　秀典 名古屋エリアサブマネージャー　

兼　新居浜支店長 兼　名古屋支店営業第一部長

四国グループサブマネージャー　 鈴木　潤 営業企画部　上席次長

兼　高知支店長

中国グループサブマネージャー　 木山　健 岐阜支店　付部長

兼　松江支店長

神奈川エリアマネージャー　 相澤　淳一 名古屋エリアサブマネージャー　

兼　横浜駅西口支店長 兼　津支店長

神奈川エリアサブマネージャー　 芹澤　潤一 営業企画部　上席次長

兼　町田支店長

横浜湘南エリアマネージャー　 大倉　潤一 千葉エリアマネージャー　

兼　横浜支店長 兼　千葉支店長

横浜湘南エリアサブマネージャー　 若松　典子 支店教育サポート部長

兼　藤沢支店長

福岡グループサブマネージャー　 松澤　誠司 池袋エリアサブマネージャー　

兼　福岡支店　付部長 兼　所沢支店長

福岡グループサブマネージャー　 須田　仁 大阪北エリアサブマネージャー　

兼　大分支店長 兼　梅田支店  付部長

南九州グループマネージャー　 笠原　弘之 名古屋エリアサブマネージャー　

兼　鹿児島支店長 兼　岐阜支店長

南九州グループサブマネージャー　 起田　克彦 広島支店　付部長

兼　那覇支店長
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【大和証券ＳＭＢＣ㈱】

Ⅰ．機構改革　（平成19年4月2日付）

（１） 債券担当を金融市場担当に改称する。

（２） 債券部、ローン事業推進室及び投資信託部を金融市場部、ガバメント・トレーディング部及び金融市場商品部に再編する。

（３） 債券営業第一部及び債券営業第二部を、金融市場営業第一部及び金融市場営業第二部に改称する。

 （４） 海外営業部を新設し、金融市場担当の下に配置する。

（５） 債券業務部を金融市場業務部に改称する。

（６） 債券調査部を金融市場調査部に改称する。

（７） 商品統括担当をグローバル・プロダクト企画担当に改称する。

（８） 商品統括部をグローバル・プロダクト企画部に改称する。

（９） 商品戦略部をキャピタル・ソリューション部へ改称し、キャピタルマーケット担当の下に配置する。

（10） 商品戦略担当を廃止する。

（11） 地域金融法人部を新設し、金融法人担当の下に配置する。

（12） リスクマネジメント部を統合リスク管理部に改称する。

Ⅱ．役員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

執行役員 松島　俊直 執行役員

商品上席担当 商品上席担当

兼　グローバル・プロダクト企画担当

執行役員 斉藤　弘明 執行役員

金融市場担当 債券担当

Ⅲ．職員の異動　（平成19年4月2日付）

（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

エクイティ運用部長 菊地　和之 エクイティ運用部  上席次長

機関投資家営業第一部長 柳沢　志向 機関投資家営業第一部付　部長

（大和証券ＳＭＢＣヨーロッパリミテッド(ロンドン)出向中)

エクイティ営業部長 今村　研二 事業法人第六部長

金融市場部長 松井　敏浩 コーポレート・ファイナンス第一部長

7



（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

ガバメント・トレーディング部長 江原　淳一郎 債券部  付部長

金融市場商品部長 田端　達 債券担当付　部長

金融市場営業第一部長 長谷川　晃 債券営業第一部長

金融市場営業第二部長 白神　誠 債券営業第二部長

海外営業部長 重信　雅夫 ㈱大和証券グループ本社

アメリカ大和証券㈱（ニューヨーク）出向中

金融市場業務部長 富村　和人 債券業務部長

金融市場調査部長 末澤　豪謙 債券調査部長

グローバル・プロダクト企画部長 山中　文彦 債券担当役員付部長

コーポレート・ファイナンス第一部長 吉良　俊志 コーポレート・ファイナンス第一部  付部長

キャピタル・ソリューション部長 小林　昭広 商品戦略部長

公開引受部長 東谷　誠司 大阪公開引受部長

大阪公開引受部長 柴山　珠樹 公開引受部  付部長

法人統括部長 内山　達雄 大阪支店法人第三部長

金融法人部長 小林　克彦 エクイティ営業部長

地域金融法人部長 瀬川　一美 名古屋支店法人第一部  付部長

事業法人第六部長 原　宏 事業法人第六部  付部長

大阪支店法人第三部長 清水　和孝 大和証券㈱

コンプライアンス部長

名古屋支店法人営業部長 直井　雅宏 名古屋支店法人営業部  付部長

北アジア担当役員付部長 熊倉　貫宜 ㈱大和証券グループ本社

経営企画部  付部長
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（　新　） （　氏　名　） （　旧　）

大和証券ＳＭＢＣヨーロッパリミテッド、パリ支店長 藤原　猛 機関投資家営業第一部  次長

リーガル・コンプライアンス担当役員付部長 藤田　俊郎 法務考査部長

法務考査部長 阿部　和也 エクイティ業務部  付部長

統合リスク管理部長 坂下　昭彦 リスクマネジメント部長

財務部長 百島　久治 財務部  付部長

総務事務部長 松田　武郎 商品統括部長

企画担当付　部長 大西　敏彦 ㈱大和証券グループ本社

（大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ㈱へ出向） 経営企画部長

兼　大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 兼　ＩＲ室管轄役員付部長

以　　　　上
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