
平成24年2月28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

新任候補（平成24年6月27日付）

新 氏　名 現

取締役 髙橋　昭夫 ―

　※執行役副社長 　※執行役副社長

　　ホールセール部門副担当 　　ホールセール部門副担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　代表取締役副社長

取締役 草木　頼幸 ―

　※執行役副社長

　　リテール部門副担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　専務取締役

退任予定（平成24年6月27日付）

新 氏　名 現

― 白川　真 取締役

　※執行役副社長 　※執行役副社長

　　アセットマネジメント部門担当 　　リテール部門副担当

大和証券投資信託委託㈱　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

― 小田　一穂 取締役

　※常務執行役

　　情報技術担当（ＣＩＯ）

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役副社長 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　常務取締役

㈱大和総研　代表取締役副社長 ㈱大和総研　専務取締役

Ⅱ．執行役・執行役員

新任・昇格候補及び役員の異動（平成24年4月1日付）   ※兼任先（下段）の新役職は平成24年4月2日付のものを含む

新 氏　名 現

取締役　兼　代表執行役副社長 岩本　信之 取締役　兼　代表執行役副社長

最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高執行責任者（ＣＯＯ）

兼　最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼　最高財務責任者（ＣＦＯ）

兼　人事担当　兼　海外担当 兼　企画担当　兼　人事担当　兼　海外担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　代表取締役副社長

大和証券グループ　機構改革および役員人事について

下記の通り、大和証券グループの機構改革および役員人事を内定致しましたのでお知らせします。

記
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

執行役副社長 草木　頼幸 ―

リテール部門副担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　専務取締役

取締役　兼　執行役副社長 白川　真 取締役　兼　執行役副社長

アセットマネジメント部門担当 リテール部門副担当

大和証券投資信託委託㈱　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

常務執行役 松井　敏浩 常務執行役

企画担当　兼　法務担当　兼　人事副担当 法務担当　兼　企画副担当　兼　人事副担当

［人事部、経営企画部管轄］ ［人事部、経営企画部管轄］

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

【新任・昇格】

常務執行役 日下　典昭 執行役

人事副担当 人事副担当

［人事部管轄　兼　人事部長］ ［人事部管轄　兼　人事部長］

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

専務執行役員 多田　正己 専務執行役員

アジア・オセアニア担当 欧州・中近東担当

大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド会長 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド会長

大和証券キャピタル・マーケッツ シンガポールリミテッド会長

専務執行役員 阿比留　修 執行役員

コンプライアンス担当 コンプライアンス担当

 [コンプライアンス部管轄]  [コンプライアンス部管轄]

大和証券㈱　代表取締役専務取締役 大和証券㈱　代表取締役専務取締役

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

【新任・昇格】

専務執行役員 中村　比呂志 ―

グローバル・マーケッツ部門担当

大和証券㈱　専務取締役 大和証券㈱　専務取締役

常務執行役員 後藤　正明 常務執行役員

欧州・中近東担当 米州担当

大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド会長 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．会長

常務執行役員 浦田　喜雄 常務執行役員

米州担当 アジア・オセアニア担当

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 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド会長

大和証券キャピタル・マーケッツ シンガポールリミテッド会長
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新 氏　名 現

執行役員 小松　幹太 執行役員

財務担当　兼　企画副担当 財務担当

 [経営企画部、財務部管轄]  [財務部管轄]

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

執行役員 猪瀬　祐之 執行役

グループリスクマネジメント担当 グループリスクマネジメント担当

 [グループリスクマネジメント部管轄]  [グループリスクマネジメント部管轄]

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 石橋　俊朗 執行役副社長

アセットマネジメント部門担当

大和証券投資信託委託㈱　特別顧問　就任予定 大和証券投資信託委託㈱　代表取締役社長

取締役 小田　一穂 取締役　兼　常務執行役

情報技術担当（ＣＩＯ）

 [システム企画部、業務部管轄]

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役副社長　就任予定 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　常務取締役

㈱大和総研　代表取締役副社長　就任予定 ㈱大和総研　専務取締役

― 松島　俊直 執行役員

グローバル・マーケッツ部門担当

大和証券投資信託委託㈱　代表取締役　兼　専務執行役員　就任予定 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　専務取締役

【大和証券㈱】

機構改革

（１） グローバル・マーケッツ本部を新設する。

（２） グローバル・インベストメント・バンキング本部を新設する。

（３） 法人本部を新設する。

（４） プロダクト・ソリューション本部を新設する。

（５） 商品本部を廃止する。

（６） ダイレクト本部を廃止する。

（７） ＳＭＡ本部を廃止する。

役員人事

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 岩本　信之 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

代表取締役副社長

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　代表執行役副社長
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新 氏　名 現

代表取締役副社長 髙橋　昭夫 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

グローバル・インベストメント・バンキング本部長 代表取締役副社長

グローバル・インベストメント・バンキング管掌

兼　法人管掌

㈱大和証券グループ本社　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

【新任・昇格】

代表取締役副社長 草木　頼幸 大和証券㈱

営業本部長 専務取締役

営業本部長

㈱大和証券グループ本社　執行役副社長 ―

専務取締役 若林　孝俊 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

リスクマネジメント担当 代表取締役専務取締役

［内部管理統括責任者］

リスクマネジメント担当

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　専務執行役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　専務執行役

専務取締役 中村　比呂志 大和証券㈱

グローバル・マーケッツ本部長 専務取締役

兼　プロダクト・ソリューション本部長 商品本部長　

兼　ダイレクト本部長

㈱大和証券グループ本社　専務執行役員 ―

【新任・昇格】

専務取締役 中田　誠司 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

法人本部長 常務取締役

事業法人上席担当

兼　法人営業担当

兼　法人統括担当

【新任・昇格】

専務取締役 西尾　信也 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

大阪法人担当 常務取締役

大阪支店担当

兼　大阪支店長

【新任・昇格】

常務取締役 小菅　栄修 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

名古屋法人担当 常務執行役員

名古屋支店担当

兼　名古屋支店長

常務取締役 長瀬　吉昌 大和証券㈱

営業副本部長 常務取締役

兼　営業担当 営業副本部長

兼　法人担当

常務取締役 草場　真也 大和証券㈱

ダイレクト担当 常務取締役

兼　プライベートバンキング担当 商品副本部長

兼　ダイレクト副本部長
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

常務取締役 髙橋　一夫 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

金融･公共法人担当 常務執行役員

金融･公共法人担当

新任・昇格候補及び役員の異動（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 地福　三郎 大和証券㈱

内部監査担当 執行役員

内部監査担当　

㈱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

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

常務執行役員 松下　浩一 大和証券㈱

広報・ＩＲ担当 執行役員

兼　メンタルヘルスサポート担当 総務担当　

兼　総務担当　 兼　秘書室長

兼　秘書室長

㈱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

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

常務執行役員 松井　敏浩 大和証券㈱

企画担当　 執行役員

兼　法務担当 企画担当　

兼　ローン管理担当

㈱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

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

【新任・昇格】

常務執行役員 赤井　雄一 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

グローバル・インベストメント・バンキング担当 執行役員

兼　法人企画担当 グローバル・インベストメント・バンキング担当

兼　法人統括担当

【新任・昇格】

常務執行役員 笠原　弘之 大和証券㈱

営業担当 執行役員

営業担当

（名古屋グループ、北海道・東北グループ管轄）

【新任・昇格】

常務執行役員 相澤　淳一 大和証券㈱

プロダクト・ソリューション担当 執行役員

ウェルスマネジメント担当

兼　ＳＭＡ担当

【新任・昇格】

常務執行役員 丸尾　浩一 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

事業法人担当 執行役員

兼　法人企画担当 事業法人担当
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

常務執行役員 早﨑　一夫 大和証券㈱

営業担当 執行役員

営業担当

（城西・多摩グループ、中部・東海グループ管轄）

【新任・昇格】

常務執行役員 日下　典昭 大和証券㈱

人事担当 執行役員

兼　人事部長 人事担当

兼　人事部長

㈱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　執行役

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

執行役員 田代　桂子 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

金融市場担当 執行役員

金融市場担当

執行役員 新倉　猛志 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

事業法人担当 執行役員

事業法人担当

執行役員 Wilfried Schmidt 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

グローバル・インベストメント・バンキング副担当 ｳﾞｨﾙﾌﾘｰﾄﾞ ｼｭﾐｯﾄ 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング副担当

㈱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

大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド副会長 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド副会長

執行役員 阿久沢　哲夫 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

エクイティ担当 執行役員

兼　リサーチ担当 グローバル・エクイティ・セールス担当

執行役員 大塚　澄雄 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

グローバル・インベストメント・バンキング副担当 執行役員

(大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド駐在) グローバル・インベストメント・バンキング副担当

(大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド駐在)

執行役員 坂島　忠夫 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

金融市場副担当 執行役員

金融市場副担当

執行役員 猪瀬　祐之 大和証券㈱

リスクマネジメント副担当 執行役員

リスクマネジメント担当

㈱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

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員
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新 氏　名 現

執行役員 今村　研二 大和証券㈱

広域法人担当 執行役員

法人副担当

兼　金融・公共法人部長

執行役員 夏目　景輔 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

エクイティ副担当 執行役員

グローバル・エクイティ・プロダクト担当

執行役員 小林　昭広 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

グローバル・インベストメント・バンキング副担当 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング副担当

【新任・昇格】

執行役員 松本　好仙 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

事業法人担当 事業法人第二部長

兼　事業法人第二部長（営業責任者）

【新任・昇格】

執行役員 古市　征 大和証券㈱

営業担当 大阪支店長

参与 瀬川　一美 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

大阪法人副担当 参与

大阪支店副担当

兼　大阪副支店長

【新任・昇格】

参与 髙見　秀三 大和証券㈱

法人営業担当 岡山支店長

【新任・昇格】

参与 平山　恒光 大和証券㈱

営業担当 新潟支店長

【新任・昇格】

参与 五嶋　修 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

商品業務担当 グローバル・マーケッツ業務部長

退任予定（大和証券㈱　平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 白川　真 代表取締役副社長

ＳＭＡ本部長

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　執行役副社長

大和証券投資信託委託㈱　代表取締役社長　就任予定

― 駒形　敬二 常務執行役員

営業担当

（大阪グループ、近畿グループ管轄）

大和証券投資信託委託㈱　取締役　兼　常務執行役員　就任予定 ―
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新 氏　名 現

― 酒井　恵一 常務執行役員

営業担当

（千葉グループ、九州グループ管轄）

大和証券投資信託委託㈱　取締役　兼　常務執行役員　就任予定 ―

― 出井　尚文 常務執行役員

営業担当

（本店管轄）

兼　本店長

日の出証券㈱　代表取締役副社長　就任予定 ―

― 大倉　潤一 執行役員

営業担当

（城北グループ、北関東グループ管轄）      

大和プロパティ㈱　専務取締役　就任予定 ―

― 苅田　恭治 執行役員

営業担当

（名古屋支店管轄）

兼　名古屋支店長

大和証券投資信託委託㈱　執行役員　就任予定 ―

退任予定（大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 吉留　真 取締役会長

大和証券㈱　特別顧問　就任予定 ―

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　取締役会長　就任予定

― 松島　俊直 専務取締役

グローバル・マーケッツ上席担当

兼　企画担当

大和証券投資信託委託㈱　代表取締役　兼　専務執行役員　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　執行役員

― 小田　一穂 常務取締役

業務担当

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役副社長　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　常務執行役

㈱大和総研　代表取締役副社長　就任予定 ㈱大和総研　専務取締役

― 長谷川　常雄 執行役員

事業法人担当

大和企業投資㈱　専務取締役　就任予定 ―

― 中村　力 参与

グローバル・リサーチ担当

大和証券投資信託委託㈱　参与　就任予定 ―
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Ⅱ．監査役

新任予定（大和証券㈱　平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 大西　敏彦 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱

監査役（非常勤）

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役

退任予定（大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 淺野　樹 監査役

大和プロパティ㈱　監査役　就任予定 ―

【大和証券投資信託委託㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 白川　真 ―

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　執行役副社長

大和証券㈱　代表取締役副社長

代表取締役　兼　専務執行役員 松島　俊直 ―

― ㈱大和証券グループ本社　執行役員

大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　専務取締役

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役　兼　専務執行役員 桑野　俊晶 常務執行役員

取締役　兼　常務執行役員 駒形　敬二 ―

― 大和証券㈱　常務執行役員

取締役　兼　常務執行役員 酒井　恵一 ―

― 大和証券㈱　常務執行役員

常務執行役員 谷川原　勝浩 執行役員

執行役員 苅田　恭治 ―

― 大和証券㈱　執行役員

参与 中村　力 ―

― 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　参与
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新 氏　名 現

参与 阪上　光 ―

― ㈱大和証券グループ本社　財務部長

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 松本　政雄 取締役　兼　専務執行役員

― 竹﨑　恵一 取締役　兼　専務執行役員

㈱大和証券ビジネスセンター　取締役副社長　就任予定 ―

― 城後　裕一 執行役員

大和プロパティ㈱　取締役　就任予定 ―

― 伊藤　英之 執行役員

㈱大和証券ビジネスセンター　執行役員　就任予定 ―

退任予定（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

特別顧問　就任予定 石橋　俊朗 代表取締役社長

― ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 野網　信行 常務執行役員

上席参事 坂元　暢 参与

上席参事 佐野　信幸 参与

上席参事 久津間　司朗 参与

【㈱大和総研ホールディングス】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 小田　一穂 取締役（非常勤）

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　常務執行役

㈱大和総研　代表取締役副社長 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　常務取締役

㈱大和総研　専務取締役
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新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 寺田　富雄 執行役員

㈱大和総研　常務執行役員 ㈱大和総研　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 髙桑　泰明 参与

㈱大和総研　上席参事　就任予定 ㈱大和総研　参与

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　上席参事　就任予定 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　参与

【㈱大和総研】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 小田　一穂 専務取締役

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　常務執行役

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役副社長 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　常務取締役

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 寺田　富雄 執行役員

㈱大和総研ホールディングス　常務執行役員 ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 村里　耕二 ―

― ㈱大和証券グループ本社　システム企画部長

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 細上　諭 専務取締役

Ⅱ．理事

昇格予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

副理事長 川村　雄介 専務理事

Ⅲ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 鈴江　栄二 参与
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新 氏　名 現

上席参事 髙桑　泰明 参与

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　上席参事 ㈱大和総研ホールディングス　参与

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　参与

【大和住銀投信投資顧問㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

常務取締役　兼　常務執行役員 稲葉　豊樹 執行役員

常務取締役　兼　常務執行役員 松本　哲 取締役　兼　執行役員

常務取締役　兼　常務執行役員 山中　康史 取締役　兼　執行役員

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

執行役員 松岡　宏明 ―

― 大和証券㈱　ＳＭＡ運用部長

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

監査役　就任予定 竹内　宏 専務取締役　兼　専務執行役員

Ⅱ．監査役

新任候補（平成24年6月29日付）

新 氏　名 現

監査役 竹内　宏 専務取締役　兼　専務執行役員

退任予定（平成24年6月29日付）

新 氏　名 現

― 花尾　博明 監査役

Ⅲ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 石川　貴志 常務執行役員
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【㈱大和証券ビジネスセンター】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

取締役副社長 竹﨑　恵一 ―

― 大和証券投資信託委託㈱　取締役　兼　専務執行役員

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

執行役員 伊藤　英之 ―

― 大和証券投資信託委託㈱　執行役員

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 森下　恒夫 常務取締役

上席参事 海浪　靖 常務取締役

上席参事 高橋　大蔵 参与

【大和プロパティ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

専務取締役 大倉　潤一 ―

― 大和証券㈱　執行役員

常務取締役 倉持　博行 取締役

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役 城後　裕一 ―

― 大和証券投資信託委託㈱　執行役員

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 牛山　英晃 常務取締役

大和サンコー㈱　常務取締役　就任予定 ―
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Ⅱ．監査役

新任候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 淺野　樹 ―

― 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　監査役

Ⅲ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 大西　秀生 常務取締役

【大和企業投資㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

専務取締役 長谷川　常雄 ―

― 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役 赤岩　純行 投資企画部長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 中野　稔彦 取締役

上席参事 馬医　良明 取締役

【㈱大和総研ビジネス・イノベーション】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

取締役会長 吉留　真 ―

大和証券㈱　特別顧問 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　取締役会長

専務取締役 山下　裕親 常務取締役
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新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 寺田　富雄 執行役員

㈱大和総研ホールディングス　常務執行役員 ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

㈱大和総研　常務執行役員 ㈱大和総研　執行役員

執行役員 梅田　暁 コンサルティング事業本部長

Ⅱ．上席参事

新任予定（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 髙桑　泰明 参与

㈱大和総研　上席参事 ㈱大和総研ホールディングス　参与

㈱大和総研　参与

【大和ペンション・コンサルティング㈱】

Ⅰ．監査役

新任候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 淺野　樹 ―

大和プロパティ㈱　監査役 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　監査役

退任予定（平成24年6月21日付）

新 氏　名 現

― 黒川　拓志 監査役（非常勤）

― 大和サンコー㈱　監査役

【大和インベスター・リレーションズ㈱】

Ⅰ．取締役

退任予定（平成24年3月31日付）

新 氏　名 現

― 大賀　豊文 取締役

大和サンコー㈱　参与　就任予定 ―

Ⅱ．監査役

新任候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 淺野　樹 ―

大和プロパティ㈱　監査役 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　監査役
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【大和サンコー㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 牛山　英晃 ―

　（平成24年6月22日付で常務取締役就任予定）

― 大和プロパティ㈱　常務取締役

参与 大賀　豊文 ―

― 大和インベスター・リレーションズ㈱　取締役

退任予定（平成24年6月22日付）

新 氏　名 現

― 本田　惠相 常務取締役

Ⅱ．監査役

退任予定（平成24年6月22日付）

新 氏　名 現

― 黒川　拓志 監査役

【日の出証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（平成24年4月1日付）

新 氏　名 現

執行役員副社長 出井　尚文 ―

　（平成24年6月22日付で代表取締役副社長就任予定）

― 大和証券㈱　常務執行役員

新任・昇格候補（平成24年4月2日付）

新 氏　名 現

専務取締役 野口　泰弘 常務取締役

以　　上　
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