
2020年3月27日
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)）

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．機構改革（2020年4月1日付）

（1）取締役会の直下に取締役会室を新設する。

（2）ＩＴ統括部内にデジタルＩＴ室を新設する。

Ⅱ．役員の異動（2020年4月1日付）

Ⅲ．職員の異動（2020年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

取締役会室長　兼　監査委員会室長 成松　道郎 秘書室　担当部長

兼　大和証券㈱　監査役室長

内部監査部長 石川　介一 資金部長

兼　大和証券㈱　内部監査部長 兼　大和証券㈱　資金部長

企画担当役員付部長 大原　庸平 経営企画部　担当部長

兼　大和証券㈱　企画担当役員付部長

人事部長 谷川　弘 大和証券㈱

兼　大和証券㈱　人事部長 債券営業部長

資金部長 柴﨑　智 資金部　担当部長

兼　大和証券㈱　資金部長

【大和証券㈱】

Ⅰ．機構改革（2020年4月1日付）

（1）プロダクト・ソリューション担当下の確定拠出年金ビジネス部をライフプランビジネス部に統合する。

（2）コンタクトセンター担当および業務・システム担当下のダイレクト管理部をセントラル・オペレーション部に名称変更

　　 する。

（3）エクイティ担当および金融市場担当下のデリバティブ業務開発部をデリバティブ・ソリューション部に名称変更し、

　　 金融市場担当下とする。

（4）リサーチ担当下のリサーチ業務部をリサーチ・プロダクション部に名称変更する。

（5）業務・システム担当下のＩＴ統括部内にデジタルＩＴ室を新設する。

大和証券グループ　機構改革および役職員の異動について

下記の通り、大和証券グループの機構改革および役職員の異動を行いますのでお知らせします。

記

新 氏　名 旧

執行役員 板屋　篤 執行役員

人事副担当　兼　企画副担当 人事副担当　兼　企画副担当

［人事部、経営企画部管轄］ 　人事部、経営企画部管轄　

　兼　人事部長

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員
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Ⅱ．役員の異動（2020年4月1日付）

Ⅲ．職員の異動（2020年4月1日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

監査役室長 成松　道郎 秘書室　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　取締役会室長　兼　監査委員会室長

内部監査部長 石川　介一 資金部長

兼　㈱大和証券グループ本社　内部監査部長 兼　㈱大和証券グループ本社　資金部長

企画担当役員付部長 大原　庸平 経営企画部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　企画担当役員付部長

人事部長 谷川　弘 債券営業部長

兼　㈱大和証券グループ本社　人事部長

資金部長 柴﨑　智 資金部　担当部長

兼　㈱大和証券グループ本社　資金部長

リサーチ・プロダクション部長 阿部　聖史 エクイティ調査部　担当部長

エクイティ営業部長 小林　雄太 千葉支店長

エクイティ部長 三浦　健一 プロダクト・マーケティング部長

プロダクト・マーケティング部長 渡部　友和 福島支店長

ストラクチャード・プロダクト部長 鈴木　満 財務部　担当部長

デリバティブ・ソリューション部長 名倉　智尚 デリバティブ業務開発部長

金融市場調査部長 菊地　孝司 金融市場営業第二部長

債券営業部長 中田　勇人 藤沢支店長

金融市場営業第二部長 宮川　隆也 金融市場営業第二部　担当部長

企業公開第二部長 平野　倫之 事業法人第一部　担当部長

法人営業第二部長 前田　高英 法人営業第二部　担当部長

新 氏　名 旧

執行役員 板屋　篤 執行役員

人事副担当　兼　企画副担当 人事副担当　兼　企画副担当

兼　人事部長

㈱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

執行役員 上野　賢一 執行役員

営業担当 営業担当

（本店管轄） （本店管轄）

兼　本店長

参与 菅野　隆史 参与

営業担当 営業担当

（名古屋支店管轄） （名古屋支店管轄）

兼　名古屋支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

大阪法人第二部長 戸張　健司 大阪法人第一部　担当部長

ライフプランビジネス部長 古清水　隆 大阪法人第二部長

営業企画部長 古橋　朋和 エクイティ部長

広域法人第一部長 長谷川　順一 広域法人第一部　担当部長

セントラル・オペレーション部長 大田　義信 名古屋支店クライアントサポート部長

名古屋支店資産コンサルタント第四部長 池添　誠 エクイティ営業部長

名古屋支店クライアントサポート部長 阪本　三四郎 神戸支店　副支店長

名古屋支店地域コンサルタント部長 内田　祐仁 福岡支店　副支店長

名古屋支店　鳴海営業所長 曽我　直亮 本店資産コンサルタント第五部　副部長

国立支店長 牛久保　陽 池袋支店　副支店長

多摩支店長 手嶋　俊治 神戸支店　芦屋営業所長

甲府支店長 板倉　正範 吉祥寺支店　副部長

神戸支店　副支店長 藤田　和英 池袋支店　副支店長

神戸支店　芦屋営業所長 新井　哲長 八王子支店　副部長

鳥取支店長 日ノ下　宏昭 福山支店　副部長

千葉支店長 杉山　明 福井支店長

福岡支店　副支店長 中野　武明 甲府支店長

佐賀支店長 辻　大地 営業サポート部　次長

熊本支店長 深浦　希 大分支店　副部長

那覇支店長 野村　幸兵 大阪支店　副部長

大宮支店長 鳥居　真太郎 徳島支店長

札幌支店長 矢代　成男 富山支店長

福島支店長 菱川　慎介 営業サポート部　次長

宇都宮支店長 吉田　喜由 那覇支店長

横浜駅西口支店　金沢文庫営業所長 荒川　武志 五反田支店　副部長

横須賀支店長 長谷川　誠剛 横須賀支店　担当部長

藤沢支店長 深谷　大樹 営業サポート部　次長

茅ヶ崎支店長 小暮　秀和 営業サポート部　次長

徳島支店長 福田　光一 熊本支店長

難波支店長 池田　剛 宇都宮支店長
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（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

岸和田支店長 澤田　孝之 国立支店長

和歌山支店長 坂本　清 高松支店　副部長

金沢支店長 田中　主水 自由が丘支店長

富山支店長 古屋　里恵 多摩支店長

福井支店長 大木　真澄 松本支店長

梅田支店長 峯村　耕一 新宿支店長

静岡支店　副支店長 福間　輝明 和歌山支店長

松本支店長 来嶋　理恵 営業サポート部　次長

新宿支店長 松下　かおり 新宿支店資産コンサルタント第二部長

新宿支店資産コンサルタント第二部長 河口　光宏 自由が丘支店 学芸大学営業所長

新宿支店　仙川営業所長 枝　正也 人事部　副部長

渋谷支店資産コンサルタント第一部長 後藤　征二 鳥取支店長

渋谷支店　用賀営業所長 宮本　和彦 新居浜支店　副部長

自由が丘支店長 池田　亜美加 人事部　担当部長

自由が丘支店　学芸大学営業所長 石本　直毅 池袋支店　副部長

大森支店長 永澤　丈 池袋支店　成増営業所長

池袋支店　副支店長 喜多　秀一 コンプライアンス部　担当部長

池袋支店　副支店長 松岡　正治 名古屋支店　鳴海営業所長

池袋支店　成増営業所長 喜多　さゆり 町田支店　次長

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社長 平松　勉 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出向中

大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、バーレーン支店長 左近允　伸 グローバル・エクイティ・セールス第二部　副部長

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 町田　敬司 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社長

Ⅳ．職員の異動（2020年4月6日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

堺支店　泉ヶ丘営業所長 安西　創 堺支店　泉ヶ丘営業所開設準備委員長

Ⅴ．職員の異動（2020年4月13日付）

（  新  ） （ 氏    名 ） （  旧  ）

奈良支店　学園前営業所長 三浦　友彦 奈良支店　学園前営業所開設準備委員長

以　　上
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