
平成23年3月1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
（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

取締役　兼　代表執行役副社長 岩本 信之 取締役 兼 専務執行役
最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高財務責任者（ＣＦＯ）
兼　最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼 企画担当 兼 人事担当
兼　企画担当　兼　人事担当 ［人事部、経営企画部、ＩＲ室、財務部管轄］
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　代表取締役副社長

執行役副社長 髙橋　昭夫 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
ホールセール部門副担当 専務取締役
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　代表取締役副社長

執行役副社長 深井　崇史 執行役副社長
シンクタンク部門担当 リサーチ部門担当
兼　㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長 兼　㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長
兼　㈱大和総研　代表取締役社長 兼　㈱大和総研　代表取締役社長
兼　㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長 兼　㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

取締役　兼　常務執行役 地福　三郎 取締役
内部監査担当
兼　大和証券㈱　執行役員
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

常務執行役 松下 浩一 大和証券㈱
広報担当 執行役員
　広報部、ＩＲ室、総務部、 商品担当
　メンタルヘルスサポート室管轄［企業倫理担当］

常務執行役 松井 敏浩 執行役
法務担当　兼　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、法務部管轄］ ［人事部、経営企画部管轄］
兼　大和証券㈱　執行役員

執行役 日下 典昭 大和証券㈱
人事副担当 執行役員
　秘書室、人事部管轄 企画・人事担当
　兼　秘書室長　兼　人事部長 兼 経営企画部長
兼　大和証券㈱　執行役員
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

執行役 猪瀬 祐之 グループリスクマネジメント部長
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］
兼　大和証券㈱　執行役員
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

下記の通り、平成23年4月1日付で大和証券グループの機構改革および役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　機構改革および役員の異動について

記
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（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

執行役員 阿比留 修 大和証券㈱
コンプライアンス担当 代表取締役常務取締役
兼　大和証券㈱　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㈱　執行役員

執行役員 大西 敏彦 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
執行役員
コーポレート・ファイナンス副担当

執行役員 中川 雅久 大和証券㈱
業務・システム担当 執行役員
［システム企画部管轄］
兼　大和証券㈱　執行役員
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

執行役員 小松 幹太 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
財務担当 執行役員
［財務部管轄］
兼　大和証券㈱　執行役員
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ㈱　執行役員

Ⅱ．大和証券㈱
（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

代表取締役副社長 白川 真 代表取締役副社長
ＳＭＡ本部長 営業部門分担

兼 ＳＭＡ本部長

代表取締役専務取締役 阿比留　修 代表取締役常務取締役
コンプライアンス担当 コンプライアンス本部長
[内部管理統括責任者] [内部管理統括責任者]

常務取締役 草場　真也 常務取締役
商品副本部長 営業副本部長
兼　ダイレクト副本部長 兼　法人担当

常務取締役 長瀬　吉昌 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
営業副本部長 常務執行役員
兼　法人担当 国際企画上席担当

兼　企画担当
兼　内部監査副担当

常務執行役員 酒井　恵一 常務執行役員
営業担当 営業企画担当

執行役員 相澤　淳一 執行役員
ウェルスマネジメント担当 プライベートバンキング担当
兼　ＳＭＡ担当 兼　ローンビジネス担当

兼　ＳＭＡ担当

執行役員 川上　進次 執行役員
営業企画担当 営業担当

（広島支店管轄）
兼　広島支店長

執行役員 中川　雅久 執行役員
ローン管理担当 業務・システム担当
兼　業務・システム担当 兼　制度ビジネス担当

執行役員 今村　研二 金融・公共法人部長 
法人副担当
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（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

執行役員 上村　博美 京都支店長
営業担当
兼　京都支店長

執行役員 地福　三郎 ㈱大和証券グループ本社
内部監査担当 取締役
兼　㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　常務執行役

執行役員 松井　敏浩 ㈱大和証券グループ本社
企画担当 執行役
兼　㈱大和証券グループ本社　常務執行役

執行役員 日下 典昭 執行役員
人事担当 企画・人事担当

兼 経営企画部長

執行役員 小松 幹太 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
財務担当 執行役員
兼　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 ㈱大和証券グループ本社
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長
兼　㈱大和証券グループ本社　執行役

Ⅲ．大和証券キャピタル・マーケッツ㈱
１．機構改革
(1)ストラクチャード・プロダクト部及びグローバル・マーケッツ業務部を、グローバル・エクイティ・プロダクト
　担当及び金融市場担当の共管とする。これに伴い、ストラクチャード・プロダクト担当及びグローバル・マーケッ
　ツ業務担当を廃止する。
(2)グローバル・マーケッツ運用部を、グローバル・エクイティ・プロダクト担当の管轄とし、グローバル・マーケッ
　ツ運用担当を廃止する。
(3)シンジケート担当、ストラクチャード・ファイナンス担当、コーポレート・ファイナンス担当、Ｍ＆Ａ担当、キャ
　ピタルマーケット担当、公開引受担当及び制度商品担当を総称するグローバル・インベストメント・バンキング担
　当を廃止する。
(4)シンジケート担当、ストラクチャード・ファイナンス担当、コーポレート・ファイナンス担当、Ｍ＆Ａ担当、キャ
　ピタルマーケット担当、公開引受担当及び制度商品担当を統合し、グローバル・インベストメント・バンキング担
　当とする。
(5)コーポレート・ファイナンス第一部及びコーポレート・ファイナンス第二部を、グローバル・インベストメント・
　バンキング担当及び事業法人担当の共管とする。
(6)金融・公共法人担当の管轄下に金融・公共ソリューション部を新設する。
(7)コーポレート・ファイナンス第三部の機能を金融・公共ソリューション部へ移管し、コーポレート・ファイナンス
　第三部を廃止する。
(8)事業法人担当、法人営業担当及び金融・公共法人担当を総称して、法人担当と称することができるものとする。
(9)人事担当を新設し、当該担当の管轄下に人事部を新設する。
(10)経営企画部の一部機能を人事部へ移管する。
(11)国際企画部の機能を経営企画部及び人事部へ移管し、国際企画担当及び国際企画部を廃止する。
(12)アジア特別担当及びアジア戦略室を廃止する。
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２．役員の異動
（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

代表取締役社長 日比野　隆司 代表取締役副社長
アジア特別担当

代表取締役副社長 髙橋　昭夫 専務取締役
グローバル・インベストメント・バンキング管掌 グローバル・インベストメント・バンキング上席担当
兼　法人管掌 兼　コーポレート・ファイナンス担当

兼　法人統括担当

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　リスクマネジメント担当 兼　コンプライアンス担当

兼　リスクマネジメント担当
兼　財務担当
兼　内部監査担当

専務取締役 松島　俊直 常務取締役
グローバル・マーケッツ上席担当 グローバル・マーケッツ上席担当
兼　企画担当 兼　金融証券研究所上席担当

兼　グローバル・マーケッツ運用担当
兼　グローバル・マーケッツ業務担当

常務取締役 西尾　信也 常務取締役
大阪支店担当 大阪支店上席担当
兼　大阪支店長 兼　大阪支店長

常務取締役 中田　誠司 常務取締役
事業法人上席担当 法人営業上席担当
兼　法人営業担当 兼　事業法人上席担当
兼　法人統括担当 兼　法人統括担当

常務執行役員 浦田　喜雄 執行役員
アジア・オセアニア担当 グローバル・エクイティ・セールス担当
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド会長

執行役員 赤井　雄一 執行役員
アジア・オセアニア副担当 アジア・オセアニア担当
兼　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 兼　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

兼　大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド副会長 兼　大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド副会長

執行役員 河村　謙史 執行役員
グローバル・インベストメント・バンキング担当 ストラクチャード・ファイナンス担当
兼　法人統括担当 兼　Ｍ＆Ａ担当

執行役員 田代　桂子 大和証券㈱
金融市場担当 執行役員

オンライン商品担当
兼　ダイレクト担当

執行役員 Wilfried Schmidt 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 ｳﾞｨﾙﾌﾘｰﾄﾞ ｼｭﾐｯﾄ シンジケート副担当
兼　欧州・中近東副担当 兼　コーポレート・ファイナンス副担当
兼　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 兼　Ｍ＆Ａ副担当
兼　大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド、 兼　キャピタルマーケット副担当
　モスクワ駐在員事務所長 兼　欧州・中近東副担当

兼　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

兼　大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド、

　モスクワ駐在員事務所長
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（　　新　　） 氏　　　　名 （　　旧　　）

執行役員 小松　幹太 執行役員
財務担当 国際企画担当
兼　企画副担当 兼　企画副担当

兼　アジア特別副担当

執行役員 阿久沢　哲夫 ㈱大和証券グループ本社
グローバル・エクイティ・セールス担当 執行役

法務担当　兼　人事副担当
　秘書室、人事部、法務部管轄
　兼　秘書室長　兼　人事部長

執行役員 大塚　澄雄 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 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　コーポレート・ファイナンス副担当
兼　Ｍ＆Ａ副担当
兼　キャピタルマーケット副担当

執行役員 夏目　景輔 グローバル・エクイティ・トレーディング部長
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 経営企画部長
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 阿比留 修 大和証券㈱
コンプライアンス担当 代表取締役常務取締役
兼　大和証券㈱　代表取締役専務取締役

執行役員 地福　三郎 ㈱大和証券グループ本社
内部監査担当 取締役
兼　㈱大和証券グループ本社　取締役　兼　常務執行役

執行役員 日下 典昭 大和証券㈱
人事担当 執行役員
兼　大和証券㈱　執行役員

執行役員 中川 雅久 大和証券㈱
業務副担当 執行役員
兼　大和証券㈱　執行役員

執行役員 猪瀬 祐之 ㈱大和証券グループ本社
リスクマネジメント副担当 グループリスクマネジメント部長
兼　㈱大和証券グループ本社　執行役

参与 中村　力 参与
金融証券研究所担当 グローバル・エクイティ・セールス副担当

兼　グローバル・マーケッツ業務副担当

参与 瀬川　一美 大阪支店法人第二部長
大阪支店副担当
兼　大阪副支店長
兼　大阪支店法人第二部長

以　　　上
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