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機構改革および役職員の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、下記のとおり機構改革および取締役の担当委嘱の変更、執行役員の異動、重要な使用人の異

動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改革（2019年５月１日付）  

 中期経営計画 ～Design Next 100～の実現を推進するため、以下のとおり機構改革を行います。 

(1) 人材開発の推進のため、人事本部を新設する。 

(2) 人事部から採用研修課を独立させ人材開発部を新設し、人事本部内に人事部、人材開発部を移

動する。 

(3) ソリューションスタイルの一層の浸透および相続包括支援サービスの推進のため、戦略企画本

部の一部を営業本部と統合し、また一部を切り出し新設するＣＲＭ本部に移動する。 

(4) 営業本部を営業推進本部に改称する。 

(5) 新設するＣＲＭ本部は営業推進本部の支援体制を強化する機能を担い、ＣＲＭ本部内に戦略企

画部、営業サポート部を移動する。 

(6) 営業推進部は戦略企画部に統合する。 

(7) ソリューション第一部に相続包括支援推進室を新設し、営業推進本部に移動する。 

(8) ソリューション第二部は引受部に改称し、社長直轄とする。 

(9) ソリューション第三部はソリューション第二部に改称し、営業推進本部に移動する。 

(10) ＣＸＤの推進のため、戦略企画部にＣＸＤ推進室を新設する。 

(11) 業務プロセス改革を推進するため業務プロセス改革部を新設し、社長直轄とする。 

(12) 経営企画部を管理本部から独立させ、社長直轄とする。 

(13)営業ブロックを現在の第一から第五までの５つから、首都圏第一、首都圏第二、首都圏第三、 

東海、関西第一、関西第二、中国の７つに分け再配置する。 

 

■首都圏第一ブロック 

首都圏第一ブロックに属する営業部店は以下の７部店とする。 

本店第一営業部 本店第二営業部 本店第三営業部 大井支店 

自由が丘支店 成田支店 水戸支店  
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■首都圏第二ブロック 

首都圏第二ブロックに属する営業部店は以下の６部店とする。 

千住支店 蕨支店 草加支店 越谷支店 

春日部支店 館林支店   

 

■首都圏第三ブロック 

首都圏第三ブロックに属する営業部店は以下の 10部店とする。 

調布支店 町田支店 福生支店 青梅支店 

鶴見支店 大和支店 厚木支店 鎌倉支店 

相模原支店 秦野支店   

 

■東海ブロック 

東海ブロックに属する営業部店は以下の 10支店および１営業所とする。 

甲府支店 三島支店 熱海営業所 御殿場支店 

下田支店 富士支店 富士宮支店 静岡支店 

島田支店 掛川支店 名古屋支店  

 

■関西第一ブロック 

関西第一ブロックに属する営業部店は以下の８部店とする。 

大阪支店第一営業部 大阪支店第二営業部 藤井寺支店 泉佐野支店 

北野田支店 生駒支店 五條支店 吉野支店 

 

■関西第二ブロック 

関西第二ブロックに属する営業部店は以下の９部店とする。 

豊中支店 箕面支店 吹田支店 枚方支店 

京都支店 神戸支店 芦屋支店 加古川支店 

宮崎支店    

 

■中国ブロック 

中国ブロックに属する営業部店は以下の 12支店とする。 

岡山支店 福山支店 三次支店 広島支店 

東広島支店 岩国支店 柳井支店 下松支店 

防府支店 山口支店 宇部支店 ゆめモール下関支店 

 

 

２．取締役の担当委嘱の変更（発令日：2019年５月１日） 

氏名 新役職 現役職 

藍澤 卓弥 

代表取締役社長 COO兼 CHO※1※2 

戦略人事担当兼 経営企画部、業務プ

ロセス改革部、投資顧問部、引受部

担当 

代表取締役社長 COO兼 CHO 

戦略人事担当 

大石 敦 常務取締役 CMO※3 常務取締役 営業本部長 

真柴 一裕 取締役 CFO※4 
取締役 管理本部長 

兼 商品本部担当 兼 投資顧問部担当 
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※1 定時株主総会終了後に代表取締役社長 CEO兼 CHOとなる予定です。 

※2 CHO（Chief Human Officer：チーフ・ヒューマン・オフィサー） 

※3 CMO（Chief Marketing Officer： チーフ・マーケティング・オフィサー） 

 ※4 CFO（Chief Financial Officer： チーフ・ファイナンシャル・オフィサー） 

 

 

３．監査役の異動 

（1）新任予定監査役（2019年６月 25日予定） 

氏名 新役職 現役職 

白井 充 常勤監査役 

理事 富士宮支店長 

(2019/5/1～ 理事 人事本部付 エグゼク

ティブアドバイザー) 

 

新任監査役候補者の略歴等 

白井 充（しらい みつる） 

生年月日： 1956年３月 22日 

1978年 ４月 当社 入社 

1998年 ６月 調布支店長 

2011年 ８月 理事 東日本営業本部長 

2013年 10月 理事 富士宮支店長 

2019年 ５月 理事 エグゼクティブアドバイザー（現職） 

 

 

（2）辞任予定監査役（2019年４月 30日予定） 

氏名 新役職 現役職 

沖田 政明※ 上席執行役員 営業推進本部長 常勤監査役 

※4月 30日に監査役を辞任し、５月１日付で当社上席執行役員営業推進本部長に就任する予定です。 

 

 

４．執行役員の異動（発令日：2019年５月１日） 

氏名 新役職 現役職 

沖田 政明 上席執行役員 営業推進本部長 常勤監査役 

山下 雅明 

執行役員 関西第一ブロック長 

兼 大阪支店長 

兼 大阪支店第一営業部長 

兼 大阪支店第二営業部長 

執行役員 第四ブロック長 

兼 大阪支店長 

兼 大阪支店第二営業部長 

喜多 正利 

執行役員 首都圏第一ブロック長 

兼 本店第一営業部長 

兼 本店第三営業部長 

執行役員 第一ブロック長  

佐藤 光太郎 執行役員 商品本部長 
執行役員 商品本部長 

兼 金融商品部長 

堀 英男 
執行役員 首都圏第三ブロック長 

兼 調布支店長 
執行役員 第二ブロック長  
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石川 玉喜 執行役員 管理本部長 理事 コンプライアンス本部副本部長 

古川 知寿 
執行役員 東海ブロック長 

兼 富士宮支店長 
第三ブロック長 

松原 栄喜 
執行役員 人事本部長 

兼 人材開発部長 
人事部長 

飯田 裕康 執行役員 ＣＲＭ本部長 ブルートレードセンター長 

後藤 元紀 
理事 ソリューション第一部 

エグゼクティブアドバイザー 
上席執行役員 戦略企画本部長 

 

 

５．重要な使用人の異動（発令日：2019年５月１日） 

氏名 新役職 現役職 

前田 崇至 
首都圏第二ブロック長  

兼 館林支店長 
本店第一営業部長 

田中 啓次 
関西第二ブロック長  

兼 神戸支店長 
大阪支店第一営業部長  

細谷 秀一 
中国ブロック長  

兼 広島支店長 
第五ブロック長 

白井 充※ 
理事 人事本部付 エグゼクティブ

アドバイザー 
理事 富士宮支店長 

山本 範一 
理事 ソリューション第一部 

エグゼクティブアドバイザー 
理事 ソリューション第二部長 

髙橋 祐彦 人事部長 総務部長 

津村 保之 総務部長 総務部副部長 

林 健太郎 業務プロセス改革部長 業務統括部長 

竹村 元司 業務統括部長 営業推進部副部長 

清水 三津雄 金融商品部長 市場情報部国内情報課長 

右島 学 引受部長 ソリューション第二部 部長 

山本 光輝 戦略企画部長 営業推進部長 

山口 知雅 ブルートレードセンター長 コンプライアンス部考査課長 

北原 伸一郎 ソリューション第二部長 ソリューション第三部長 

松坂 直樹 福生支店長 春日部支店営業第一課長 

長峯 利光 鶴見支店長 本店第三営業部長 
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山田 幸一 富士支店長 調布支店長 

浜村 覚 静岡支店長 広島支店長 

奥野 博之 生駒支店長 五條支店営業第一課長 

徳山 徳義 吉野支店長 生駒支店長 

伊藤 満博 枚方支店長 神戸支店長 

守田 栄一 宮崎支店長 館林支店長 

保田 浩一 コンプライアンス部長 監査部長 

荻野 誠 監査部長 監査部内部監査課長 

楠本 祥一郎 
アイザワ・インベストメンツ㈱ 

執行役員 投資部長（出向） 
静岡支店長 

※定時株主総会終了の時をもって監査役に就任する予定です。 

 

 

６. 役員体制（2019年５月１日付） 

代表取締役会長 CEO  藍澤 基彌 

代表取締役社長 COO兼 CHO 藍澤 卓弥 

専務取締役 CIO   角道 裕司 

常務取締役 CMO   大石 敦 

取締役    新島 直以 

取締役 CFO   真柴 一裕 

取締役（独立・社外）  髙橋 厚男 

取締役（独立・社外）  德岡 國見 

常勤監査役（社外）  山本 聡 

常勤監査役   石川 文敏 

監査役（社外）   西本 恭彦 

 

上席執行役員   沖田 政明 

上席執行役員   五十嵐 良和 

執行役員   山下 雅明 

執行役員   喜多 正利 

執行役員   佐藤 光太郎 

執行役員   堀 英男 

執行役員   髙尾 康史 

執行役員   石川 玉喜 

執行役員   古川 知寿 

執行役員   松原 栄喜 

執行役員   飯田 裕康 

 

以 上 


