
 
 

各 位 
平成 19年 5月 25日 

株式会社日興コーディアルグループ 
 

取締役の選任に関するお知らせ 

 
株式会社日興コーディアルグループは、本日開催の取締役会において、平成 19年 6月 22
日開催予定の第 66回定時株主総会に、取締役の選任について付議することを決定いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
取締役全員 9名の任期満了に伴い、平成 19年 6月 22日開催の第 66回定時株主総会にお
いて、指名委員会で決定した 10名を取締役として選任するものであります。 
 
取締役候補者 
候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

 昭和52年 4月 当社入社 

 平成11年 3月 当社退職 

 

 

平成11年 4月 日興ビジネスシステムズ株式会

社執行役員 

 平成11年 5月 同社執行役員退任 
 平成11年 6月 当社執行役員 

 平成13年 3月 テクノロジー担当 

 平成13年10月 当社取締役 

くわ しま しょう じ 

桑 島 正 治 

平成16年 6月 当社執行役  テクノロジー部門

執行役委嘱 

 平成17年 2月 ＩＴ部門執行役委嘱 9,000株
1 

昭和30年 

1月2日生 

 

 

平成18年 2月 

 

平成18年 6月 

 

平成18年 6月 

 

平成18年12月 

 

平成19年 2月 

ビジネス企画部門執行役兼任委

嘱 

当社取締役 

現在に至る 

当社執行役 ビジネス企画部門執

行役兼ＩＴ部門執行役委嘱 

当社代表執行役社長 

現在に至る 

ビジネス企画部門執行役兼ＩＴ

部門執行役委嘱を解く 

現在に至る 



 
候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

 平成12年 7月 当社入社 

 平成12年12月 法務部長 
まつ がき てつ お 

松 垣 哲 夫 

平成14年12月 法務部長兼日興コーディアル証

券株式会社法務部長 0株

 平成16年 3月 監査委員会室長 

昭和27年 平成18年 2月 当社顧問 

2 

5月8日生 平成18年 6月 当社取締役 

現在に至る 

昭和54年 7月 国税庁法人税課課長補佐 

昭和61年 7月 東京国税局調査部調査審理課長 

昭和63年 7月 東京国税局直税部訟務官室長 

平成 2年 7月 芝税務署長 

平成 3年 8月 税理士 

平成 4年 4月 青山学院大学経営学部教授 

平成13年 4月 青山学院大学名誉教授 

現在に至る 

平成15年 6月 当社監査役 

平成16年 6月 日興コーディアル証券株式会社

監査役 

現在に至る 

3 

 

 

 

 

 

わた なべ よし お 

渡    淑 夫  

 

昭和8年 

1月24日生 

平成16年 6月 当社取締役 

現在に至る 

0株

昭和40年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

昭和40年 4月 森良作法律事務所入所 

昭和46年 7月 米国ニューヨーク市リード・ア

ンド・プリースト法律事務所 

昭和47年 7月 柳田濱田法律事務所パートナー 

昭和50年 2月 濱田松本法律事務所パートナー 

平成12年 3月 日興プリンシパル・インベスト

メンツ株式会社監査役 

現在に至る 

平成14年12月 森・濱田松本法律事務所特別顧

問 

平成16年 6月

 

当社取締役 

現在に至る 

4 

 

 

 

 

 

 

まつ もと  けい じ 

松 本 啓 二 

 

昭和15年 

9月27日生 

平成19年 1月 松本法律事務所代表 

現在に至る 

0株

 



 

候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

  昭和42年 4月 当社入社 

  平成 8年 6月 当社取締役 

  平成10年 2月 当社専務取締役 

  平成12年 3月 当社取締役副社長 

  平成12年12月 当社取締役副社長退任 

  平成13年 1月 日興アセットマネジメント株式

会社取締役副社長 

  平成13年 6月 同社取締役社長 

  平成13年10月 当社取締役 

  平成14年 1月 日興アセットマネジメント株式

会社取締役会長 

 き  むら かず よし 平成14年 6月 当社取締役退任 

 

5 

木 村 一 義 平成15年 6月 日興アセットマネジメント株式

会社取締役会長退任 1,000株

 昭和18年 

11月12日生 

平成15年 6月 日興アントファクトリー株式会

社取締役会長 

  平成16年 3月 株式会社ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ取締役会長 

  平成17年 3月 日興アントファクトリー株式会

社取締役会長退任 

  平成17年 6月 株式会社ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ取締役会長退任 

  平成17年 6月 日興コーディアル証券株式会社

取締役会長 

現在に至る 

  平成19年 2月 当社代表執行役会長 

現在に至る 

  （他の法人等の代表状況） 

日興コーディアル証券株式会社取締役会長 



 

候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

  昭和35年 8月 シャーマン・アンド・スターリ

ング法律事務所入所 

 

  昭和43年 5月 同事務所パートナー  

 スティーブン・ 

アール・ヴォルク 

昭和63年 3月 同事務所デピュティ シニア 

パートナー 

 

6  平成 2年 3月 同事務所シニア パートナー  

 昭和11年 

4月22日生 

平成13年 8月 クレディ スイス ファースト 

ボストン副会長 

0株

 

  平成14年 1月 同社会長  

  平成16年 7月 シティグループ・インク副会長 

現在に至る 

 

  昭和60年 6月 シティバンク、エヌ・エイ入行  

  平成10年 6月 シティグループ・インク マネ

ージング・ディレクター、オー

ディット・アンド・リスク・レ

ビュー 

 

  平成12年10月 シティグループ・インク チー

フ・オーディター 

 

  平成12年10月 シティコープ チーフ・オーデ

ィター兼務 

 

7 ダグラス・エル・ 

ピ ー タ ー ソ ン 

平成12年10月 シティバンク、エヌ・エイ チ

ーフ・オーディター兼務 

 

  

昭和33年 

8月5日生 

平成14年 2月 シティグループ・インク マネ

ジメント・コミッティー・メン

バー 

現在に至る 

0株

  平成16年 6月 シティバンク、エヌ・エイ在日

支店会長兼最高経営責任者 

現在に至る 

 

  平成16年 6月 日興シティグループ証券株式会

社取締役 

 

  平成16年 6月 当社取締役  

  平成17年8月 シティグループ・インク オペ

レーティング・コミッティー・

メンバー 

現在に至る 

 

  （他の法人等の代表状況） 

シティバンク、エヌ・エイ在日支店会長兼最高

経営責任者 

 



 

候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

  昭和55年 4月 株式会社日本長期信用銀行入行 

  平成 9年 4月 ナットウェスト証券会社 

東京支店業務企画部長 

  平成 9年11月 同社取締役支店長 

  平成12年 9月 ジェネラル・リ・ファイナンシ

ャル・プロダクツ取締役東京支

店長 

  平成13年 4月 ジェン・リ証券会社取締役東京

支店長 

  

 

平成15年 4月 マネックス証券株式会社戦略事

業部長 

 いの うえ なお き 

井 上 直 樹 

 

平成16年 8月 マネックス・ビーンズ・ホール

ディングス株式会社ＣＥＯ室 

新規事業担当 

8 昭和31年 

11月21日生  

平成17年 1月 シティバンク、エヌ・エイ在日

支店マネージングディレクター

戦略企画部長 

0株

  平成17年 5月 シティコープ証券会社取締役社

長兼東京支店長 

  平成18年12月 シティバンク証券株式会社取締

役社長 

現在に至る 

  （他の法人等の代表状況） 

シティバンク証券株式会社取締役社長 

  昭和43年 4月 株式会社日本勧業銀行入行 

  平成 8年 6月 株式会社第一勧業銀行取締役 

  平成10年 5月 同行常務取締役 

  平成11年 6月 北越製紙株式会社常務取締役 

  平成14年 6月 同社専務取締役 

  平成17年 6月 日本土地建物株式会社特別顧問 

 

9 

りん ばら ゆき お 

林 原 行 雄 

平成18年 1月 同社執行役員 

現在に至る 

 

昭和20年 

4月16日生 

平成18年 1月 日土地綜合設計株式会社取締役

社長 

現在に至る 

0株

  平成18年 6月 日興コーディアル証券株式会社

監査役 

現在に至る 

  （他の法人等の代表状況） 

日土地綜合設計株式会社取締役社長 



 

候補者 氏     名 所有する当社

番  号 (生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当、 

他の法人等の代表状況 株 式 の 数

  昭和50年 4月 アーサーアンダーセン東京事務

所入所 

 
 

平成 2年 9月 アーサーアンダーセン ワール

ドワイド パートナー 

  平成 2年 9月 井上斎藤英和監査法人代表社員 

  平成 8年 6月 朝日アーサーアンダーセン株式

会社代表取締役 

 やま もと ゆう じ 平成11年 6月 同社取締役社長 

 山 本 裕 二 平成14年 4月 同社取締役会長 

平成14年 8月 ＫＰＭＧコンサルティング株式

会社顧問 

10  

昭和23年 

10月16日生 平成14年10月 べリングポイント株式会社顧問 

0株

  平成15年10月 ＡＳＧアドバイザーズ株式会社

取締役社長 

  平成16年10月 国際自動車株式会社取締役社長 

  平成18年11月 公認会計士山本裕二事務所代表 

現在に至る 

  平成19年 4月 株式会社ヒューロン コンサルテ

ィング グループ取締役社長兼チ

ーフ・エグゼクティブ・オフィサ

ー 

   現在に至る 

  （他の法人等の代表状況） 

株式会社ヒューロン コンサルティング グルー

プ取締役社長兼チーフ・エグゼクティブ・オフ

ィサー 

(注)1．「略歴、当社における地位および担当、他の法人等の代表状況」にいう当社の商号

は、平成 13 年 10 月１日付会社分割以降は「株式会社日興コーディアルグループ」、

それまでは「日興證券株式会社」であります。 

(注)2．ダグラス・エル・ピーターソン氏はシティバンク、エヌ・エイ在日支店会長兼最高

経営責任者を、井上直樹氏はシティバンク証券株式会社取締役社長を平成19年6月22

日以前に退任の予定であります。ただし、本総会で当社取締役に選任されることが

退任の条件となる場合があります。 

(注)3．取締役候補者との間の特別の利害関係に関する事項は、次のとおりであります。 

・ダグラス・エル・ピーターソン氏は、シティバンク、エヌ・エイ在日支店会長兼最

高経営責任者でありますが、シティバンク、エヌ・エイは、グループ会社を通じて、

金融業およびこれらに関連する事業分野において当社および当社子会社と同一の部

類に属する事業を行っております。 

・井上直樹氏は、シティバンク証券株式会社の取締役社長でありますが、同社は、証

券業、金融業およびこれらに関連する事業分野において当社および当社子会社と同

一の部類に属する事業を行っております。 



・その他の取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。 

(注)4．渡 淑夫、松本啓二、スティーブン・アール・ヴォルク、林原行雄、山本裕二の 5

氏は、社外取締役候補者であります。 

(注)5．社外取締役候補者に関する事項 

（１）社外取締役候補者 5氏の選任理由および独立性について 

・渡 淑夫氏につきましては、同氏の長年の国税庁勤務、大学等における会計分野

に関する研究および教授の経験・知識等に基づき、同氏の当社社外取締役就任期

間において様々な問題提起や提案を積極的に行っていただきました。引き続き、

同氏の経験・知識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役とし

て選任をお願いするものであります。同氏は税理士となる資格を有しております

が、同氏がこれまで当社および当社子会社の顧問税理士であったことはありませ

ん。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結時をもって 3 年間であり、同

氏は、当社社外取締役就任前１年間において当社社外監査役でありました。 

  なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関

与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適

切に遂行いただけるものと判断しております。 

・松本啓二氏につきましては、同氏の長年の弁護士として培われた法律知識に基づ

き、同氏の当社社外取締役就任期間において様々な問題提起や提案を積極的に行

っていただきました。引き続き、同氏の法律知識を当社の経営に活かしていただ

きたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は松本法

律事務所の代表を務める弁護士でありますが、同氏がこれまで当社および当社子

会社の顧問弁護士であったことはありません。また、当社は、同事務所との取引

関係はありません。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結時をもって 3

年間であります。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方

法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役

としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 

・スティーブン・アール・ヴォルク氏につきましては、同氏の長年のビジネス経験

および会社経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役とし

て選任をお願いするものであります。同氏が副会長を務めるシティグループ・イ

ンクは、その子会社を通じて当社の総議決権数の過半数の当社株式を所有する当

社の親会社でありますが、同社が有する企業統治システムを当社にも及ぼすこと

によって、当社グループの経営課題に対処し、コーポレート・ガバナンスの更な

る充実を目指すものでございます。 

・林原行雄氏につきましては、同氏の株式会社第一勧業銀行、北越製紙株式会社、

日土地綜合設計株式会社等における国内外での勤務で培われたビジネス経験お

よび役員としての経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、また、当

社の子会社である日興コーディアル証券株式会社の社外監査役であり、その実

績・識見は高く評価されているところであることから、社外取締役として選任を

お願いするものであります。なお、当社は、同氏が取締役社長に就任している日

土地綜合設計株式会社との取引関係はありません。 

・山本裕二氏につきましては、同氏の長年の会計士として培われた会計知識とＡＳ

Ｇアドバイザーズ株式会社および国際自動車株式会社の取締役社長としての経営

経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願い

するものであります。同氏は公認会計士山本裕二事務所の代表を務める会計士で

ありますが、同氏がこれまで当社および当社子会社の顧問会計士であったことは



ありません。また、当社は、同事務所および同氏が取締役社長兼チーフ・エグゼ

クティブ・オフィサーに就任している株式会社ヒューロン コンサルティング グ

ループとの取引関係はありません。 

・社外取締役候補者 5氏のうち、スティーブン・アール・ヴォルク氏は、当社の親

会社であるシティグループ・インクにおいて、平成 16 年 7 月から副会長を務め

ており、当社の特定関係事業者の業務執行者であります。その他の 4 氏はいずれ

も、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、過去 5 年間に当社

または当社の特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。 

 

（２）在任中に不当な業務執行が行われた事実、その事実の発生防止および発生後の対

応について 

・ 渡 淑夫氏が当社の社外取締役在任中、本年 1月 5 日付けで、「重要な事項につ

き虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行

為」に関し、金融庁より課徴金納付命令を受けました。同氏が当該事実の予防の

ために行った行為、および発生後の対応として行った行為の概要につきましては、

事業報告４．（２）社外役員に関する事項の（ⅱ）「当事業年度における主な活動

状況」に記載のとおりであります。 

・ 松本啓二氏が当社の社外取締役在任中、本年 1月 5 日付けで、「重要な事項につ

き虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行

為」に関し、金融庁より課徴金納付命令を受けました。同氏が当該事実の予防の

ために行った行為、および発生後の対応として行った行為の概要につきましては、

事業報告４．（２）社外役員に関する事項の（ⅱ）「当事業年度における主な活動

状況」に記載のとおりであります。また、同氏が日興プリンシパル・インベスト

メンツ株式会社の社外監査役在任中、同社の子会社である NPI ホールディングス

株式会社から発行を受けた他社株券償還特約付社債券発行日等に関し、「重要な

事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得

させた行為」を行ったとして、当社に課徴金が課せられました。同氏は、事前に

当該発行日等について認識しておりませんでしたが、日頃からコンプライアンス

または内部統制の強化の観点から同社取締役会等において法令遵守に関する提

言を行っておりました。また、発生後は、取締役会その他重要な会議に出席し、

再発防止に向けて更なる内部統制体制の強化を行うよう会社経営陣に対して直

接各種提言・意見表明を行っているほか、取締役等から職務の執行状況を聴取し、

重要な決裁書類等を閲覧し、同社各部門において業務および財産の状況を調査し

ました。 

 

（３）社外取締役との責任限定契約について 

当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款第26条

第2項において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定す

る契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外取締役候補者のうち現任

の渡 淑夫および松本啓二の2氏につきましては、当社との間で、当該責任限定契約

を締結しております。また、社外取締役候補者が選任された場合は、当該責任限定契

約を締結する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・ 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、

1,000 万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、その責任を



負う。 

・ 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の

遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この件に関するお問合せ先＞ 

株式会社日興コーディアルグループ 

（TEL：03-5644-3110） 

 
 

 

 


