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各　　　位

会社名　株式会社大和証券グループ本社

代表者名　執行役社長　中田 誠司

（コード番号　8601　東証・名証(第1部)）

記

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．執行役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役　兼　代表執行役社長 中田　誠司 取締役　兼　代表執行役社長

最高経営責任者（ＣＥＯ） 最高経営責任者（ＣＥＯ）　兼　リテール部門担当

大和証券㈱　代表取締役社長 大和証券㈱　代表取締役社長

取締役　兼　代表執行役副社長 松井　敏浩 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　ホールセール部門担当

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

取締役　兼　執行役副社長 田代　桂子 取締役　兼　執行役副社長

海外担当　兼　ＳＤＧｓ担当 海外担当

［国際企画部、経営企画部ＳＤＧｓ推進室管轄］ ［国際企画部管轄］

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　代表取締役副社長

取締役　兼　執行役副社長 髙橋　一夫 取締役　兼　執行役副社長

ホールセール部門担当 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㈱　代表取締役副社長

【新任・昇格】

取締役　兼　執行役副社長 小松　幹太 取締役　兼　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

大和証券㈱　代表取締役副社長 大和証券㈱　専務取締役

【新任・昇格】

取締役　兼　執行役副社長 中川　雅久 取締役　兼　専務執行役

シンクタンク部門担当 情報技術担当（ＣＩＯ）

［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和総研　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

専務執行役 新妻　信介 専務執行役

リテール部門担当 リテール部門副担当

大和証券㈱　専務取締役 大和証券㈱　専務取締役

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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新 氏　名 現

【新任・昇格】

専務執行役 望月　篤 　―

コンプライアンス担当

　コンプライアンス統括部、コンプライアンス部管轄

　［企業倫理担当］

大和証券㈱　代表取締役専務取締役 大和証券㈱　常務取締役

【新任・昇格】

常務執行役 村瀬　智之 常務執行役員

情報技術担当（ＣＩＯ） 業務・システム担当

［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］ ［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］

大和証券㈱　常務取締役 大和証券㈱　常務執行役員

【新任・昇格】

常務執行役 佐藤　英二 執行役

最高財務責任者（ＣＦＯ） 最高財務責任者（ＣＦＯ）

兼　企画副担当　兼　海外副担当 兼　企画副担当　兼　海外副担当

［経営企画部、国際企画部、経営企画部ＩＲ室、財務部、資金部管轄］ ［経営企画部、国際企画部、経営企画部ＩＲ室、財務部、資金部管轄］

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

執行役員 竹内　由紀子 執行役員

広報担当 広報担当

［広報部、経営企画部ＩＲ室、総務部管轄］ 　広報部、経営企画部ＩＲ室、総務部管轄

　［企業倫理担当］

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

執行役員 鈴木　直樹 執行役員

米州担当 米州副担当

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・マーケッツアメリカホールディングスＩｎｃ．社長

【新任・昇格】

執行役員 田中　稔介 参与

業務・システム担当 業務・システム副担当

［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］ ［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　参与

【新任・昇格】

執行役員 早川　由紀 　―

プリンシパル・インベストメンツ副担当

大和ＰＩパートナーズ㈱　取締役副社長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　[大和ＰＩパートナーズ㈱取締役]

【新任・昇格】

参与 山口　淳一 　―

コンプライアンス副担当

［コンプライアンス統括部、コンプライアンス部管轄］

大和証券㈱　参与 大和証券㈱　難波支店長
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退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 草木　頼幸 執行役副社長

シンクタンク部門担当

㈱大和総研ホールディングス　顧問　就任予定 ㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長

㈱大和総研　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

　― 川上　進次 専務執行役員

コンプライアンス担当

［コンプライアンス統括部、コンプライアンス部管轄］

大和プロパティ㈱　代表取締役社長　就任予定 大和証券㈱　代表取締役専務取締役

　― 沢野　隆之 常務執行役員

米州担当

三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱　代表取締役　兼　副社長執行役員　就任予定 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㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 日比野　隆司 代表取締役会長

㈱大和証券グループ本社　取締役会長　兼　執行役 ㈱大和証券グループ本社　取締役会長　兼　執行役

代表取締役副社長 髙橋　一夫 代表取締役副社長

法人管掌　兼　広域法人管掌 法人管掌

㈱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

【新任・昇格】

代表取締役副社長 小松　幹太 専務取締役

グローバル・マーケッツ本部長 グローバル・マーケッツ本部長

㈱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　専務執行役

専務取締役 赤井　雄一 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング共同本部長 グローバル・インベストメント・バンキング本部長

専務取締役 小林　昭広 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング共同本部長 グローバル・インベストメント・バンキング担当

【新任・昇格】

専務取締役 岩崎　靖史 常務取締役

金融・公共法人担当 金融・公共法人担当

【新任・昇格】

代表取締役専務取締役 望月　篤 常務取締役

コンプライアンス担当 最高お客様満足度責任者（ＣＣＯ）

[内部管理統括責任者] 兼　営業企画担当

兼　プロダクト・ソリューション上席担当

㈱大和証券グループ本社　専務執行役 　―
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新 氏　名 現

常務取締役 金子　好久 常務取締役

事業法人担当　兼　企業公開担当　兼　法人企画担当 事業法人担当　兼　企業公開担当

【新任・昇格】

常務取締役 大塚　祥史 常務執行役員

内部監査担当 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

【新任・昇格】

常務取締役 藤岡　智男 常務執行役員

エクイティ担当　兼　リサーチ担当 エクイティ副担当　兼　リサーチ副担当

【新任・昇格】

常務取締役 白川　香名 常務執行役員

人事担当 人事担当

㈱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

【新任・昇格】

常務取締役 藤田　満 常務執行役員

プロダクト・ソリューション上席担当 プロダクト・ソリューション担当

【新任・昇格】

常務取締役 村瀬　智之 常務執行役員

業務・システム担当 業務・システム副担当

㈱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　常務執行役員

【新任・昇格】

常務取締役 姜　昇浩 常務執行役員

金融市場担当 金融市場担当

常務執行役員 池田　弘樹 常務執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング担当 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】

常務執行役員 佐野　径 執行役員

最高お客様満足度責任者（ＣＣＯ） 営業企画副担当　兼　ＮＰＳ推進担当

兼　営業企画担当

兼　プロダクト・ソリューション担当

【新任・昇格】

常務執行役員 関根　太 執行役員

営業担当 営業担当

（埼玉グループ、北海道・東北グループ、北関東グループ管轄） （埼玉グループ、北海道・東北グループ管轄）

【新任・昇格】

常務執行役員 辻　朋紀 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング担当 グローバル・インベストメント・バンキング副担当

兼　事業法人担当

【新任・昇格】

常務執行役員 佐藤　英二 執行役員

財務担当　兼　企画副担当　兼　海外副担当 財務担当　兼　企画副担当　兼　海外副担当

㈱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　執行役
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

常務執行役員 山本　徹 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング担当 グローバル・インベストメント・バンキング副担当

兼　事業法人担当　兼　法人企画担当 兼　法人企画担当

【新任・昇格】

常務執行役員 芹澤　潤一 執行役員

営業担当 営業担当

（神奈川グループ、四国グループ管轄） （京都支店管轄）

兼　京都支店長

執行役員 代田　英展 執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング担当 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 成枝　隆明 執行役員

営業担当 営業担当

（東京第一グループ、大阪北グループ、静岡グループ、信越・群馬グループ管轄） （東京第一グループ、大阪北グループ、静岡グループ管轄）

執行役員 上野　賢一 執行役員

営業担当 営業担当

（本店管轄） （新宿グループ、東京第二グループ、池袋グループ管轄）

【新任・昇格】

執行役員 田中　稔介 参与

業務・システム副担当 業務・システム副担当

㈱大和証券グループ本社　執行役員 ㈱大和証券グループ本社　参与

【新任・昇格】

執行役員 前川　克己 参与

営業担当 営業担当

（新宿グループ、渋谷グループ、東京第二グループ、池袋グループ管轄） （名古屋支店管轄）

兼　名古屋支店長

【新任・昇格】

執行役員 中澤　嘉謙 ストラクチャード・プロダクト部長

金融市場副担当

【新任・昇格】

執行役員 藤澤　正博 大宮支店長

営業担当

（京都支店管轄）

兼　京都支店長

【新任・昇格】

執行役員 村田　勝安 営業企画部長

営業企画副担当　兼　特命担当

【新任・昇格】

参与 山口　淳一 難波支店長

コンプライアンス副担当

㈱大和証券グループ本社　参与 　―
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新 氏　名 現

【新任・昇格】

参与 菅野　隆史 札幌支店長

営業担当

（名古屋支店管轄）

【新任・昇格】

参与 成瀬　順也 エクイティ調査部長

エクイティ副担当　兼　リサーチ副担当

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 川上　進次 代表取締役専務取締役

コンプライアンス担当

[内部管理統括責任者]

大和プロパティ㈱　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　専務執行役員

　― 中川　雅久 専務取締役

業務・システム担当

㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　執行役副社長　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　専務執行役

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長　就任予定

㈱大和総研　代表取締役社長　就任予定

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長　就任予定

　― 夏目　景輔 専務取締役

エクイティ担当　兼　リサーチ担当

大和ネクスト銀行㈱　代表取締役社長　就任予定 　―

　― 上村　博美 常務取締役

営業担当

（神奈川グループ、北関東グループ管轄）

㈱大和証券ビジネスセンター　取締役副社長　就任予定 　―

　― 野村　宏之 常務取締役

事業法人担当　兼　法人企画担当

　― 伊倉　智毅 執行役員

営業担当

（渋谷グループ、信越・群馬グループ、四国グループ管轄）

大和アセットマネジメント㈱　取締役　兼　常務執行役員　就任予定 　―

　― 高塚　峰生 執行役員

営業担当

（本店管轄）

兼　本店長

三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱　専務執行役員　就任予定
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【大和アセットマネジメント㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役　兼　常務執行役員 大塚　澄雄 常務執行役員

取締役　兼　常務執行役員 伊倉　智毅 　―

　― 大和証券㈱　執行役員

常務執行役員 江原　淳一郎 執行役員

常務執行役員 太田　一成 執行役員

常務執行役員 熊原　祐次 執行役員

執行役員 栗原　昌由 参与

執行役員 赤坂　誠 経営企画部長

執行役員 千田　浩之 経営企画部付　担当部長

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 宮本　聖也 取締役　兼　専務執行役員

　― 金村　昭彦 取締役　兼　専務執行役員

Ⅱ．上席参事

新任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 山本　信一 執行役員

上席参事 出村　康道 執行役員
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Ⅲ．監査役

新任候補（2020年6月23日付）

新 氏　名 現

監査役 髙見　秀三 　―

大和証券㈱　監査役 大和証券㈱　監査役

退任予定（2020年6月23日付）

新 氏　名 現

　― 関根　弘幸 監査役

【㈱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（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 中川　雅久 　―

㈱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　専務執行役

㈱大和総研　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

専務取締役 立花　明 常務取締役

㈱大和総研　専務取締役 ㈱大和総研　常務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務取締役

常務執行役員 成田　幸生 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（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 草木　頼幸 代表取締役社長

　― ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

㈱大和総研　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

Ⅱ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 芝滝　惠次 　―

㈱大和証券ビジネスセンター　監査役 大和証券㈱　広域法人第一部長

退任予定（2020年6月24日付）

新 氏　名 現

　― 東野　稔 監査役（非常勤）

　― ㈱大和証券ビジネスセンター　監査役

8



【㈱大和総研】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 中川　雅久 　―

㈱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　専務執行役

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

専務取締役 立花　明 常務取締役

㈱大和総研ホールディングス　専務取締役 ㈱大和総研ホールディングス　常務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務取締役

専務取締役 熊谷　亮丸 常務取締役

常務執行役員 成田　幸生 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 鈴木　準 政策調査部長

執行役員 北川　勝久 　―

　― 大和証券㈱　企業公開第二部長

執行役員 大喜多　伸彦 システムマネジメント本部長

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 牧野　正俊 常務取締役

　― 鈴木　潤 常務執行役員

大和インベスター・リレーションズ㈱　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

　― 草木　頼幸 代表取締役社長

㈱大和総研ホールディングス　顧問　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

Ⅱ．理事

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 川村　雄介 特別理事
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【㈱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（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 中川　雅久 　―

㈱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　専務執行役

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和総研　代表取締役社長

専務取締役 立花　明 常務取締役

㈱大和総研ホールディングス　専務取締役 ㈱大和総研ホールディングス　常務取締役

㈱大和総研　専務取締役 ㈱大和総研　常務取締役

常務執行役員 成田　幸生 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 柏崎　重人 　―

㈱大和総研　執行役員 ㈱大和総研　執行役員

執行役員 嶋林　博喜 システムコンサルティング本部　副本部長

参与 吉本　博師 企業システム開発本部　副本部長

兼　企業システム開発第一部長

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 鈴木　潤 常務執行役員

大和インベスター・リレーションズ㈱　代表取締役社長　就任予定 ㈱大和総研　常務執行役員

　― 水野　嘉孝 執行役員

大和プロパティ㈱　常務取締役　就任予定 　―

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

　― 草木　頼幸 代表取締役社長

㈱大和総研ホールディングス　顧問　就任予定 ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長

㈱大和総研　代表取締役社長
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Ⅱ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 芝滝　惠次 　―

㈱大和証券ビジネスセンター　監査役 大和証券㈱　広域法人第一部長

退任予定（2020年6月24日付）

新 氏　名 現

　― 東野　稔 監査役（非常勤）

　― ㈱大和証券ビジネスセンター　監査役

【㈱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（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役副社長 上村　博美 　―

　― 大和証券㈱　常務取締役

常務執行役員 中島　宏治 執行役員

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 植原　恵子 専務取締役

Ⅱ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 芝滝　惠次 　―

　― 大和証券㈱　広域法人第一部長

退任予定（2020年6月19日付）

新 氏　名 現

　― 東野　稔 監査役
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【大和プロパティ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 川上　進次 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　専務執行役員

大和証券㈱　代表取締役専務取締役

常務取締役 水野　嘉孝 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 草場　真也 代表取締役社長

Ⅱ．監査役

退任予定（2020年6月23日付）

新 氏　名 現

　― 関根　弘幸 監査役（非常勤）

　― 大和証券投資信託委託㈱　監査役

【㈱大和ネクスト銀行】

Ⅰ．取締役等

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 夏目　景輔 　―

　― 大和証券㈱　専務取締役

専務取締役 対馬　真哉 常務取締役

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 中村　比呂志 代表取締役社長
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【㈱大和インベストメント・マネジメント】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 平野　清久 　―

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役副社長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

大和企業投資㈱　代表取締役社長 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　 大和企業投資㈱出向中

　［大和企業投資㈱常務取締役］

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 栁原　藤雄 代表取締役副社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役副社長

大和企業投資㈱　代表取締役社長

【㈱大和キャピタル・ホールディングス】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 平野　清久 　―

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役副社長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

大和企業投資㈱　代表取締役社長 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　 大和企業投資㈱出向中

　［大和企業投資㈱常務取締役］

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

　― 栁原　藤雄 代表取締役副社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役副社長

大和企業投資㈱　代表取締役社長
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【大和企業投資㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 平野　清久 常務取締役

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役副社長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役副社長 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより 

　 大和企業投資㈱出向中  

常務取締役 細井　毅仁 取締役

大和証券㈱　経営企画部付　担当部長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスへ出向 　㈱大和キャピタル・ホールディングス出向中

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　

　　㈱大和インベストメント・マネジメントへ出向　 　　㈱大和インベストメント・マネジメント出向中　

　　大和企業投資㈱へ出向 　　大和企業投資㈱出向中

　　大和ＰＩパートナーズ㈱へ出向 　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　　[大和ＰＩパートナーズ㈱常務取締役] 　　[大和ＰＩパートナーズ㈱取締役]

　　大和エナジー・インフラ㈱へ出向 　　大和エナジー・インフラ㈱出向中

　　[大和エナジー・インフラ㈱常務取締役] 　　[大和エナジー・インフラ㈱取締役]

　　Innovation Growth Ventures㈱へ出向　　 　　Innovation Growth Ventures㈱出向中　　

　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　 　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 栁原　藤雄 代表取締役社長

　― ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役副社長

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役副社長

【大和ＰＩパートナーズ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役副社長 早川　由紀 取締役

㈱大和証券グループ本社　執行役員 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

常務取締役 細井　毅仁 取締役

大和証券㈱　経営企画部付　担当部長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスへ出向 　㈱大和キャピタル・ホールディングス出向中

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　

　　㈱大和インベストメント・マネジメントへ出向　 　　㈱大和インベストメント・マネジメント出向中　

　　大和企業投資㈱へ出向 　　大和企業投資㈱出向中

　　[大和企業投資㈱常務取締役]　 　　[大和企業投資㈱取締役]　

　　大和ＰＩパートナーズ㈱へ出向 　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　　大和エナジー・インフラ㈱へ出向 　　大和エナジー・インフラ㈱出向中

　　[大和エナジー・インフラ㈱常務取締役] 　　[大和エナジー・インフラ㈱取締役]

　　Innovation Growth Ventures㈱へ出向　　 　　Innovation Growth Ventures㈱出向中　　

　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　 　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　
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【大和エナジー・インフラ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 細井　毅仁 取締役

大和証券㈱　経営企画部付　担当部長 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスへ出向 　㈱大和キャピタル・ホールディングス出向中

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより　

　　㈱大和インベストメント・マネジメントへ出向　 　　㈱大和インベストメント・マネジメント出向中　

　　大和企業投資㈱へ出向 　　大和企業投資㈱出向中

　　[大和企業投資㈱常務取締役]　 　　[大和企業投資㈱取締役]　

　　大和ＰＩパートナーズ㈱へ出向 　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　　[大和ＰＩパートナーズ㈱常務取締役] 　　[大和ＰＩパートナーズ㈱取締役]

　　大和エナジー・インフラ㈱へ出向 　　大和エナジー・インフラ㈱出向中

　　Innovation Growth Ventures㈱へ出向　　 　　Innovation Growth Ventures㈱出向中　　

　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　 　　[Innovation Growth Ventures㈱代表取締役]　　

【㈱大和ファンド・コンサルティング】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役 志多野　雅一 業務企画部長

Ⅱ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 芝滝　惠次 　―

㈱大和証券ビジネスセンター　監査役 大和証券㈱　広域法人第一部長

退任予定（2020年6月22日付）

新 氏　名 現

　― 柴山　珠樹 監査役（非常勤）

　― 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　監査役

【大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱】

Ⅰ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 水越　一吉 　―

　― 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　　大和企業投資㈱出向中

　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

15



退任予定（2020年6月22日付）

新 氏　名 現

　― 柴山　珠樹 監査役

【大和インベスター・リレーションズ㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 鈴木　潤 　―

　― ㈱大和総研　常務執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

常務取締役 福原　正明 取締役

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 野村　宏之 取締役（非常勤）

　― 大和証券㈱　常務取締役

退任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 長谷川　常雄 代表取締役社長

Ⅱ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 髙見　秀三 　―

大和証券㈱　監査役 大和証券㈱　監査役

大和アセットマネジメント㈱　監査役　就任予定

退任予定（2020年6月19日付）

新 氏　名 現

　― 柴山　珠樹 監査役（非常勤）

　― 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　監査役

　― 東野　稔 監査役（非常勤）

　― ㈱大和証券ビジネスセンター　監査役
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【大和オフィスサービス㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

退任予定（2020年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 笠原　弘之 取締役副社長

　― 大賀　豊文 取締役

Ⅱ．上席参事

新任予定（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 金澤　成実 取締役

Ⅲ．監査役

新任候補（2020年6月23日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 安東　敏明 監査役

リテラ・クレア証券㈱　監査役 リテラ・クレア証券㈱　監査役（非常勤）

退任予定（2020年6月23日付）

新 氏　名 現

　― 関根　弘幸 監査役（非常勤）

　― 大和証券投資信託委託㈱　監査役

【リテラ・クレア証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

常務執行役員 金村　尭 執行役員

　― 大和証券㈱　人事部付　担当部長　

（リテラ・クレア証券㈱出向中）

新任・昇格候補（2020年6月26日付）

新 氏　名 現

取締役 大平　敦也 執行役員

大和証券㈱　人事部付　担当部長　 大和証券㈱　人事部付　担当部長　

（リテラ・クレア証券㈱へ出向） （リテラ・クレア証券㈱出向中）

退任予定（2020年6月26日付）

新 氏　名 現

　― 井出　裕之 常務取締役
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Ⅱ．監査役

新任候補（2020年6月26日付）

新 氏　名 現

監査役 安東　敏明 監査役（非常勤）

大和オフィスサービス㈱　監査役（非常勤） 大和オフィスサービス㈱　監査役

監査役 髙見　秀三 　―

大和証券㈱　監査役 大和証券㈱　監査役

大和アセットマネジメント㈱　監査役

退任予定（2020年6月26日付）

新 氏　名 現

　― 塚越　一郎 監査役

【グッドタイムリビング㈱】

Ⅰ．監査役

新任候補（2020年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 水越　一吉 　―

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　監査役 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

 　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　　大和企業投資㈱出向中

　　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

以　　上　
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