
平成22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

1.機構改革

（1） グループリスクマネジメント部を新設する。

（2） 事業開発部を廃止する。

2.役員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

執行役副社長 島津　正樹 執行役副社長

リテール部門副担当 リテール部門副担当

兼　大和証券㈱ 代表取締役副社長 兼　大和証券㈱ 代表取締役副社長

兼　大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ㈱ 取締役会長

兼　大和PIパートナーズ㈱ 取締役会長

専務執行役 若林　孝俊 専務執行役

最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）

［グループリスクマネジメント部管轄］ 兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱ 代表取締役専務取締役

兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱ 代表取締役専務取締役

執行役 松井　敏浩 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

［人事部、経営企画部管轄］ 　人事部、経営企画部、事業開発部管轄

　兼　経営企画部長

執行役 阿久沢　哲夫 執行役

法務担当　兼　人事副担当 法務担当　兼　人事副担当

　秘書室、人事部、法務部管轄 　秘書室、人事部、法務部管轄

　兼　秘書室長　兼　人事部長 　兼　人事部長

3.職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

経営企画部長 荻野　明彦 秘書室長

グループリスクマネジメント部長 猪瀬　祐之

システム企画部長 村里　耕二 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱より出向 システム企画部長

　　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱と兼任

　　［システム企画部長］

ＣＳＲ室長 河口　真理子 ㈱大和総研

下記の通り、平成22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。

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

記

1



Ⅱ．大和証券㈱

1.機構改革

（2） 情報セキュリティ室を管理本部管轄下からリスクマネジメント担当下へ移管する。

 （3） 教育研修部を営業本部管轄下から企画・人事担当下へ移管する。

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

（名古屋グループ、近畿グループ管轄） （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

（本店管轄） （本店、事業法人部、金融・公共法人部管轄）

兼　本店長 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

（城北グループ、九州グループ管轄） （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）

常務執行役員 坂井　陽介 常務執行役員

営業担当 営業担当

（大阪グループ、北陸グループ管轄） （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 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・東北グループ管轄） （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、北関東グループ管轄） （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、四国グループ管轄） （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

（神奈川グループ、中部・東海グループ管轄） （京都支店、事業法人部、金融・公共法人部管轄）

兼　京都支店長

（1） 本店、名古屋支店、京都支店、渋谷支店、大阪支店の投資サービス部・管理部を廃止し、クライアントサポート部・総務
サービス部を新設する。
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

執行役員 川口　哲也 執行役員

営業担当 営業担当

（城南グループ、中国グループ管轄）

執行役員 川上　進次 執行役員

営業担当 営業担当

（広島支店管轄） 兼　広島支店長

兼　広島支店長

執行役員 苅田　恭治 執行役員

営業担当 営業担当

（名古屋支店管轄） 兼　名古屋支店長

兼　名古屋支店長

3.職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

監査役室長 内木　将友 情報管理部長

教育研修部長 花岡　幸子 商品企画部長

業務部長 文　栄寛 業務部　担当部長

コンプライアンス部長 嘉戸　隆 静岡支店長

商品企画部長 冷泉　雅一 亀戸支店長

年金保険部長 青井　克巳 神戸支店長

情報管理部長 糸井　政次 ＳＭＡ運用部長

ローンビジネス推進室長 森田　真由美 銀座支店長

ダイレクト企画部長 田中　稔介 システム企画部付　担当部長

（㈱大和総研出向中）

コールセンター運営部長 岡口　雅信 コールセンター運営部　担当部長

ＳＭＡコンサルティング部長 佐田　憲治 高松支店長

ＳＭＡ運用部長 松岡　宏明 ＳＭＡ運用部　担当部長

ファンドラップ部長 吉野　浩 日比谷支店長

本店資産コンサルタント第三部長 貝沼　信行 金沢支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

本店クライアントサポート部長 各務　訓正 本店投資サービス部長

本店総務サービス部長 本橋　英治 渋谷支店管理部長

名古屋支店クライアントサポート部長 米森　浩人 名古屋支店投資サービス部長

名古屋支店総務サービス部長 福田　正彦 名古屋支店管理部長

広島支店  副支店長 副田　浩一 熊本支店長

岡崎支店長 坂口　泰通 教育研修部　副部長

一宮支店長 那須　慎一 一宮支店　副部長

岐阜支店長 渡辺　淳司 福島支店長

京都支店長 上村　博美 年金保険部長

京都支店クライアントサポート部長 水谷　幹男 赤羽支店　次長

京都支店総務サービス部長 塚原　俊和 京都支店管理部長

神戸支店長 山下　恒司 上野支店長

奈良支店長 立花　明 ファンドラップ部長

赤羽支店長 田中　由美 福井支店　担当部長

福岡支店  副支店長 井上　達人 新宿支店  副支店長

熊本支店長 嶋林　博喜 一宮支店長

新宿支店  副支店長 久保田　恵子 戸塚支店長

吉祥寺支店長 川村　大輔 ダイレクト企画部長

甲府支店長 二村　英之 インターナル・ホールセラー室　副部長

高松支店長 芹澤　潤一 町田支店長

新居浜支店長 岡本　繁和 横浜支店  副支店長

高知支店長 阪本　三四郎 本店資産コンサルタント第三部　副部長

銀座支店長 齋須　惣一 仙台支店長

日比谷支店長 上條　暁 豊中支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

上野支店長 丸岡　俊雄 教育研修部長

亀戸支店長 細田　和広 本店資産コンサルタント第四部　副部長

千住支店長 山本　太一 インターナル・ホールセラー室　副部長

札幌支店長 鈴木　潤 高知支店長

仙台支店長 青木　栄治 本店資産コンサルタント第三部長

横浜支店  副支店長 安東　敏明 長野支店長

戸塚支店長 吉田　晃 赤羽支店長

厚木支店長 高橋　秀典 新居浜支店長

町田支店長 糸木　豊 コールセンター運営部長

静岡支店長 水野　嘉孝 新潟支店長

長野支店長 緋本　好浩 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

金融法人部　担当部長

千葉支店長 菅野　政仁 岐阜支店長

大宮支店長 柳澤　達維 千住支店長

福島支店長 田中　義一 インターナル・ホールセラー室　担当部長

郡山支店長 松原　浩之 大森支店長

渋谷支店クライアントサポート部長 宮本　勝彦 渋谷支店投資サービス部長

渋谷支店総務サービス部長 滝川　忍 業務部　次長

大森支店長 佐竹　優子 営業企画部　次長

大阪支店クライアントサポート部長 須田　仁 大阪支店投資サービス部長

大阪支店総務サービス部長 南　健太郎 大阪支店管理部長

豊中支店長 幸嶋　浩司 コンプライアンス部　担当部長

新潟支店長 平山　恒光 営業企画部　担当部長

金沢支店長 倉地　伸也 広島支店  副支店長
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Ⅲ．大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

1．機構改革

（1） 金融法人担当及び公共法人担当を廃止し、金融・公共法人担当を新設する。

（2） 事業法人第七部と事業法人第八部を統合し、事業法人第七部とする。

（3） 名古屋支店法人第一部と名古屋支店法人第二部を統合し、名古屋支店法人部とする。

（4） 米州担当を新設する。

（5） 国際業務企画担当を国際企画担当へ、国際業務企画部を国際企画部へとそれぞれ改称する。

（6） 財務・リスク管理担当を廃止し、財務担当及びリスクマネジメント担当を新設する。

（7） 統合リスク管理部をリスクマネジメント部へ改称する。

2.役員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

代表取締役専務取締役 若林　孝俊 代表取締役専務取締役

[内部管理統括責任者] [内部管理統括責任者]

兼　コンプライアンス担当 兼　コンプライアンス担当

兼　リスクマネジメント担当 兼　財務・リスク管理担当

兼　財務担当 兼　内部監査担当

兼　内部監査担当 兼　内部監査部長

常務執行役員 長瀬　吉昌 常務執行役員

国際企画上席担当 国際業務企画上席担当

兼　企画担当 兼　企画担当

兼　アジア特別副担当 兼　アジア特別副担当

常務執行役員 髙橋　一夫 常務執行役員

金融・公共法人担当 金融法人担当

兼　公共法人担当

常務執行役員 後藤　正明 常務執行役員

米州担当 大和証券キャピタル・マーケッツ アメリカホールディングスInc.会長

兼　大和証券キャピタル・マーケッツ アメリカホールディングスInc.会長

執行役員 小松　幹太 執行役員

国際企画担当 国際業務企画担当

兼　国際企画部長

執行役員 大塚　澄雄 執行役員

シンジケート副担当 シンジケート副担当

兼　ストラクチャード・ファイナンス副担当 兼　ストラクチャード・ファイナンス副担当

兼　コーポレート・ファイナンス副担当 兼　コーポレート・ファイナンス副担当

兼　Ｍ＆Ａ副担当 兼　Ｍ＆Ａ副担当

兼　キャピタルマーケット副担当 兼　キャピタルマーケット副担当

兼　コーポレート・ファイナンス第二部長

参与 渡邉　伸司 参与

法人営業担当 法人営業担当

兼　法人営業第一部長
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3.職員の異動

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

エクイティ部長 藤岡　智男 エクイティ部　担当部長

コーポレート・ファイナンス第二部長 太田　一成 キャピタルマーケット部長

企業提携第二部長 桑原　政宜 企業提携第四部長

企業提携第四部長 池田　弘樹 ㈱大和証券グループ本社

経営企画部　担当部長

キャピタルマーケット部長 桜井　秀男 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 山崎　和也 大阪公開引受部　担当部長

法人営業第一部長 原　宏 企業提携第二部長

事業法人第七部長 長谷川　直 事業法人第八部長

大阪支店法人営業部長 奥田　繁根 公共法人部　担当部長

名古屋支店法人部長 大前　英房 名古屋支店法人第一部長

兼　名古屋支店法人第二部長

大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド社長 在原　淳一 エクイティ部長

大和証券キャピタル・マーケッツ アメリカホールディングスInc.社長 岡　裕則 ㈱大和証券グループ本社

大和アメリカコーポレーション社長

大和証券キャピタル・マーケッツ アメリカInc. 水野　項介 ㈱大和証券グループ本社

サンフランシスコ支店長 アメリカ大和証券㈱サンフランシスコ支店長

リスクマネジメント部長 酒井　覚 統合リスク管理部長

内部監査部長 高田　廣央 国際業務企画部長

以　　　上
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