
平成21年3月19日

各　　　位

株式会社大和証券グループ本社

Ⅰ．㈱大和証券グループ本社

職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

監査委員会室長 岡田　清 経営企画部  付部長

Ⅱ．大和証券㈱

1.機構改革

（1） 母店制を廃止する。これに伴い、従来のエリア／グループを廃止し、本店・京都支店を除く各支店で構成する

     新たな17のグループを設置する。

（2） 営業本部と営業企画本部を統合し、営業本部とする。

（3） 営業企画部と営業サポート部を統合し、営業企画部とする。

（4） 事業戦略室の機能を営業企画部に移管し、事業戦略室を廃止する。

（5） 営業本部の管轄下に企業提携部を新設する。

（6） 法人ビジネス部と公益法人コンサルタント部を統合し、法人サポート部とする。

（7） 投資銀行第一部と投資銀行第二部を統合し、事業法人部とする。

2.役員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

常務執行役員 駒形　敬二 常務執行役員

営業担当 営業担当

（神奈川グループ、中部・東海グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

常務執行役員 出井　尚文 常務執行役員

営業担当 営業担当

（本店、新設店グループ、 兼　本店長

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

兼　本店長

常務執行役員 正田　郁夫 常務執行役員

営業担当 営業担当

（名古屋グループ、中国グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

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、平成21年4月1日付で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
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

常務執行役員 阪尾　日出人 常務執行役員

営業担当 営業担当

（城北グループ、九州グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 坂井　陽介 執行役員

営業担当 営業担当

（大阪グループ、北陸グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 竹﨑　恵一 執行役員

営業担当 営業担当

（城南グループ、近畿グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 笠原　弘之 執行役員

営業担当 営業担当

（東京グループ、北海道・東北グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 大倉　潤一 執行役員

営業担当 営業担当

（千葉グループ、北関東グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 齊藤　直子 執行役員

営業担当 営業担当

（城西・多摩グループ、四国グループ、

事業法人部、金融・公共法人部管轄）

執行役員 早﨑　一夫 執行役員

営業担当 営業担当

（京都支店、事業法人部、金融・公共法人部管轄） 兼　京都支店長

兼　京都支店長 兼　京都支店上席コンサルタント部長

兼　京都支店上席コンサルタント部長

執行役員 日下　典昭 執行役員

企画・人事担当 企画・人事担当

兼　経営企画部長
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3.職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

人事部長 前田　正学 中部・東海グループサブマネージャー　

兼　松本支店長

リスクマネジメント部長 近藤　雅彦 証券仲介事業部長

財務部長 渡辺　天山 リスクマネジメント部長

業務部長 岸本　利彦 システム企画部　付部長

兼　業務部　付部長

コンプライアンス部長 栁原　藤雄 千葉エリアマネージャー

兼　千葉支店長

投資信託部長 高田　哲哉 新宿エリアサブマネージャー

兼　新宿センタービル支店長

営業企画部長 望月　篤 営業サポート部長

教育研修部長 丸岡　俊雄 南九州グループサブマネージャー

兼　宮崎支店長

法人サポート部長 福原　正明 四国グループマネージャー

兼　高松支店長

企業提携部長 樺澤　敏男 大和証券ＳＭＢＣ㈱

企業提携第四部　付部長

証券仲介事業部長 更田　準 証券仲介事業部　付部長

事業法人部長 辻岡　功 大和証券ＳＭＢＣ㈱

事業法人第四部　付部長

ローンビジネス推進室長 丸山　智恵 多摩エリアサブマネージャー

兼　国立支店長

ダイレクト企画部長 川村　大輔 横浜湘南エリアサブマネージャー

兼　横須賀支店長

本店上席コンサルタント第一部長 下村　直人 本店上席コンサルタント第二部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

本店上席コンサルタント第二部長 城川　博孝 本店上席コンサルタント第四部長

本店上席コンサルタント第四部長 竹中　淳 大阪南エリアサブマネージャー

兼　大阪支店資産コンサルタント第一部長

渋谷支店長 古市　征 福岡グループマネージャー

兼　渋谷支店上席コンサルタント部長 兼　福岡支店長

渋谷支店資産コンサルタント第一部長 大平　毅 中国グループサブマネージャー　

兼　徳山支店長

神戸支店　副支店長 池主　健 兵庫グループサブマネージャー

兼　神戸支店  付部長

池袋支店長 河原　隆浩 四国グループサブマネージャー

兼　徳島支店長

池袋支店　副支店長 岩本　隆 池袋エリアサブマネージャー

兼　池袋支店  付部長

所沢支店長 奥村　慎吾 大阪北エリアサブマネージャー

兼　茨木支店長

福岡支店長 後藤　渉 池袋エリアマネージャー

兼　池袋支店長

福岡支店　副支店長 早田　政仁 福岡グループサブマネージャー

兼　福岡支店  付部長

長崎支店長 村山　淳一 富山支店　上席次長

大分支店長 高野　淳 営業サポート部　上席次長

宮崎支店長 赤松　良雄 営業サポート部　上席次長

鹿児島支店長 伊豆　英博 南九州グループサブマネージャー

兼　鹿児島支店　上席次長

那覇支店長 上原　聖一 中部・東海グループサブマネージャー

兼　静岡支店　上席次長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

新宿支店　副支店長 井上　達人 新宿エリアサブマネージャー

兼　新宿支店  付部長

新宿センタービル支店長 黒沢　信行 渋谷エリアサブマネージャー

兼　渋谷支店資産コンサルタント第一部長

中野支店長 成嶋　真紀 営業サポート部　次長

吉祥寺支店長 山田　健彦 営業企画部長

兼　事業戦略室長

国立支店長 谷　俊治 大阪支店資産コンサルタント第二部　上席次長

立川支店長 松山　和博 大阪北エリアマネージャー

兼　梅田支店長

高松支店長 佐田　憲治 埼玉エリアマネージャー

兼　大宮支店長

徳島支店長 久楽　晋司 北陸グループサブマネージャー

兼　高岡支店長

銀座支店　副支店長 庄古　芳久 東京エリアサブマネージャー

兼　銀座支店  付部長

札幌支店　副支店長 浜本　俊宏 北海道グループサブマネージャー

兼　札幌支店  付部長

仙台支店　副支店長 矢田　誠 東北グループサブマネージャー

兼　仙台支店　上席次長

秋田支店長 佐藤　伸夫 公益法人コンサルタント部長

横浜支店長 大平　敦也 中部・東海グループサブマネージャー

兼　浜松支店長

横浜支店　副支店長 岡本　繁和 横浜湘南エリアサブマネージャー

兼　横浜支店　上席次長

横浜駅西口支店長 松本　健 新宿エリアサブマネージャー

兼　吉祥寺支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

横浜駅西口支店　副支店長 荒井　崇 神奈川エリアサブマネージャー

兼　横浜駅西口支店  付部長

戸塚支店長 久保田　恵子 池袋エリアサブマネージャー

兼　所沢支店長

横須賀支店長 古橋　朋和 営業サポート部　次長

静岡支店  副支店長 大平　悟 中部・東海グループサブマネージャー

兼　長野支店長

浜松支店長 土山　博英 法人ビジネス部長

長野支店長 安東　敏明 多摩エリアマネージャー

兼　立川支店長

松本支店長 園田　健治 営業サポート部　上席次長

千葉支店長 川口　哲也 財務部長

千葉支店　副支店長 府馬　浩二 千葉エリアサブマネージャー

兼　千葉支店　上席次長

うすい支店長 大谷　文章 営業サポート部　上席次長

大宮支店長 中川　雅久 業務部長

大宮支店　副支店長 八巻　恭 埼玉エリアサブマネージャー

兼　大宮支店  付部長

宇都宮支店長 香川　隆宣 コンプライアンス部長

名古屋支店長 苅田　恭治 北関東グループマネージャー

兼　宇都宮支店長

名古屋支店資産コンサルタント第二部長 谷口　佳三 福岡グループサブマネージャー

兼　長崎支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

名古屋駅前支店  副支店長 百田　圭佑 名古屋駅前支店　付部長

広島支店　副支店長 倉地　伸也 中国グループサブマネージャー

兼　広島支店  付部長

徳山支店長 相浦　敏彦 北九州支店　上席次長

大阪支店資産コンサルタント第一部長 大塚　充 神奈川エリアサブマネージャー

兼　戸塚支店長

大阪支店投資サービス部長 須田　仁 福岡グループサブマネージャー

兼　大分支店長

梅田支店長 東　慶一郎 本店上席コンサルタント第一部長

梅田支店　副支店長 森　史彦 大阪北エリアサブマネージャー

兼　梅田支店　上席次長

難波支店  副支店長 船田　浩一 新宿エリアサブマネージャー

兼　中野支店長

茨木支店長 吉岡　幸 尼崎支店　上席次長

高岡支店長 篠原　文哉 営業サポート部　上席次長
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Ⅲ．大和証券SMBC㈱

1.機構改革

（1） 市場資金部を新設し、金融市場担当の管轄とする。

（2） 金融市場商品部の機能を金融市場部へ移管し、金融市場商品部を廃止する。

（3） ガバメント・トレーディング部を債券部に改称する。

（4） 企業提携戦略部の機能を企業提携第一部へ移管し、企業提携戦略部を廃止する。

（5） 金融・公共ソリューション担当を新設する。

（6） 金融・公共ソリューション部を新設し、金融・公共ソリューション担当の管轄とする。

（7） 地域金融法人部の機能を金融・公共ソリューション部へ移管し、地域金融法人部を廃止する。

（8） 総務事務部の機能を業務部へ移管し、総務事務部を廃止する。

2.役員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

常務執行役員 髙橋　基 常務執行役員

公共法人担当 公共法人担当

兼　金融・公共ソリューション担当

常務執行役員 若林　孝俊 常務執行役員

投資銀行上席担当 投資銀行上席担当

兼　ストラクチャード・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

兼　コーポレート・ファイナンス担当 兼　コーポレート・ファイナンス担当

兼　公開引受担当 兼　公開引受担当

兼　制度商品担当 兼　制度商品担当

兼　投資銀行企画担当 兼　投資銀行企画担当

兼　投資銀行企画部長

執行役員 髙橋　一夫 執行役員

金融法人担当 金融法人担当

兼　金融・公共ソリューション副担当

執行役員 宮本　聖也 執行役員

金融市場副担当 金融市場副担当

兼　金融市場部長

執行役員 丸尾　浩一 執行役員

事業法人担当 事業法人担当

兼　事業法人第六部長

執行役員 河村　謙史 執行役員

Ｍ＆Ａ担当 Ｍ＆Ａ担当

兼　企業提携第三部長
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3.職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

グローバル・エクイティ・セールス第二部長 斎藤　彰一 グローバル・エクイティ・セールス第一部　付部長

金融市場部長 田端　達 金融市場商品部長

債券部長 長谷川　晃 ガバメント・トレーディング部長

市場資金部長 関水　晋司 デット・シンジケート部　付部長

企業提携第三部長 髙橋　直樹 事業法人第五部長

大阪キャピタルマーケット部長 小俣　真一 キャピタルマーケット部　付部長

大阪公開引受部長 東野　稔 大阪キャピタルマーケット部長

投資銀行企画部長 倉本　勤也 引受審査部長

法人統括部長 龍神　徳光 金融市場担当付　部長

（㈱三井住友銀行出向中）

金融法人部長 岩崎　靖史 大和証券㈱

投資銀行第一部　付部長

金融・公共ソリューション部長 瀬川　一美 地域金融法人部長

事業法人第五部長 城谷　俊一郎 事業法人第一部　付部長

事業法人第六部長 田中　義明 事業法人第六部　付部長

ＤＢＰ－大和証券ＳＭＢＣフィリピン,Inc.社長 松本　哲 大和証券㈱

大和ウェルス・マネジメント・シンガポール・リミテッド　社長

コンプライアンス部長 岡田　純児 業務部長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

引受審査部長 柴山　珠樹 大阪公開引受部長

財務部長 大塚　直 コーポレート・ファイナンス第二部付　部長

（大和証券ＳＭＢＣヨーロッパリミテッド（ロンドン）出向中）

業務部長 百島　久治 財務部長

以　　　上

10


