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平成 23 年 3 月 7 日 

日興コーディアル証券株式会社 
 

機構改革および役員の異動について 
 
 

日興コーディアル証券株式会社は、本日、機構改革および役員の異動を決定いたしましたのでお知

らせします。 
 
1. 機構改革 （平成 23 年 3 月 10 日付） 
 

(1) 人事・育成担当（新設） 
人事部・採用部（移管） 

旧管理担当下から、人事部・採用部を移管する。 
人材育成部（移管） 

旧育成担当下から、人材育成部を移管する。 
 

(2) コンプライアンス担当 
法務部（移管） 

旧管理担当下から、法務部を移管する。 
 

(3) 管理担当（廃止） 
管理担当下組織を他担当下に移管し、管理担当を廃止する。 

 
(4) 証券業務担当 

管理部（移管） 
旧管理担当下から、管理部を移管する。 

 
(5) 育成担当（廃止） 

人事・育成担当を新設するにあたり、育成担当を廃止する。 
 

(6) 財務担当 
資金部（移管） 

旧管理担当下から、資金部を移管する。 
財務部（廃止） 

財務部の業務を経理部、資金部および経営企画部に移管する。 
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(7) エクイティ本部 
機関投資家営業部（名称変更） 

ホールセール営業部を、機関投資家営業部へと名称変更する。 
 

(8) 金融市場本部 
総合法人営業部 

エクイティ本部との共管へ変更する。 
 

(9) 経営企画担当（名称変更） 
企画担当を経営企画担当へと名称変更する。 
 
広報部（移管） 

旧管理担当下から、広報部を移管する。 
 

(10) リテール営業本部 
リテール営業本部を 8 本部体制から 5 本部体制へと再編する。 
・ 東日本本部 
・ 東京本部 
・ 東海・甲信越本部 
・ 近畿・北陸本部 
・ 西日本本部 

 
(11) 企業情報本部 

企業情報管理部（新設） 
企業情報本部のリーガル・コンプライアンス等に関する業務を掌るため新設する。 

 
(12) 事業法人本部（名称変更） 

法人金融本部を、事業法人本部へと名称変更する。 
 
第七事業法人部（新設） 

上場企業及びその系列の未公開企業に対する経営・財務戦略のコンサルティング等に関す

る業務を掌るため新設する。 
企業法人部（移管） 

ウェルスマネジメント本部下から、企業法人部を移管する。 
 

(13) 金融・公共法人本部（新設） 
金融法人部（移管） 

旧法人金融本部下から、金融法人部を移管する。 
東京金融法人部（移管・名称変更） 

東日本法人本部下から、関東法人部を移管し東京金融法人部へと名称変更する。 
公共法人部（移管） 

旧法人金融本部下から、公共法人部を移管する。 
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(14) 東日本法人本部 
高崎法人部（新設） 

地域の事業法人及び金融法人に対する経営・財務戦略のコンサルティング等に関する業務

を掌るため新設する。 
 

(15) 東海法人本部 
岐阜法人部（新設） 

地域の事業法人及び金融法人に対する経営・財務戦略のコンサルティング等に関する業務

を掌るため新設する。 
 

(16) 近畿法人本部 
第三大阪法人部（新設） 

地域の事業法人及び金融法人に対する経営・財務戦略のコンサルティング等に関する業務

を掌るため新設する。 
 

(17) 西日本法人本部 
富山法人部（新設） 

地域の事業法人及び金融法人に対する経営・財務戦略のコンサルティング等に関する業務

を掌るため新設する。 
 

2. 役員の異動 （平成 23 年 3 月 10 日付） 
 

(1) 取締役の退任 

小笠原 範之 （取締役副社長） 
日興システムソリューションズ株式会社 取締役会長就任予定 

（平成 23 年 4 月 1 日付） 

水野 正明 （専務取締役） 
日興フィナンシャル･インテリジェンス株式会社 取締役社長就任予定 

（平成 23 年 4 月 1 日付） 

田本 真也 （取締役） 
日興コーディアル証券株式会社 執行役員就任 

（平成 23 年 3 月 10 日付） 

知念 等 （取締役） 
日興コーディアル証券株式会社 執行役員就任 

（平成 23 年 3 月 10 日付） 

立原 康司 （取締役） 
日興コーディアル証券株式会社 執行役員就任 

（平成 23 年 3 月 10 日付） 
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(2) 執行役員の退任 

清水 健一 （専務執行役員） 
日興ビジネスシステムズ株式会社 取締役社長就任予定 

（平成 23 年 4 月 1 日付） 

小池 茂雄 （専務執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 ホールセール事業推進担当補佐（役員

待遇） （平成 23 年 3 月 10 日付） 

藤澤 哲史 （常務執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 資本市場本部長補佐（役員待遇） 
（平成 23 年 3 月 10 日付） 

金子 竜哉 （執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 投資銀行本部長補佐（役員待遇･IPO 担当） 
（平成 23 年 3 月 10 日付） 

定行 俊雄 （執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 金融商品仲介ビジネス本部長補佐（役員待

遇） （平成 23 年 3 月 10 日付） 

 
(3) 執行役員の就任 

執行役員 田本 真也 （取締役） 

執行役員 知念 等 （取締役） 

執行役員 立原 康司 （取締役） 

執行役員 木村 朋成 （近畿法人本部長補佐） 

執行役員 小原 公一 （人事部長） 

 
(4) 役員分担の変更  
 

財務・リスク管理統轄委嘱 取締役副会長 河本 尚之 （リスク管理共同担当兼財務

共同担当委嘱） 
 

法人金融部門管掌 取締役副社長 高田 裕一郎 （法人金融部門共同統轄委

嘱） 
 

商品統轄兼商品業務担当委嘱 専務取締役 岩木川 雅司 （公益法人本部長委嘱） 
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総合法人部門管掌兼大阪駐在 専務取締役 吉川 秀人 （総合法人部門統轄委嘱） 
 

（解）商品業務共同担当兼金融市

場共同本部長兼調査共同本部長

委嘱 

専務取締役 水野 正明 （商品業務共同担当兼金融市

場共同本部長兼調査共同本

部長委嘱） 
 

ウェルスマネジメント・ソリューショ

ン統轄兼事業法人統轄委嘱 
専務取締役 鈴木 則義 （首都圏南本部長兼ウェルス

マネジメント共同本部長委嘱）

 
リテール部門管掌兼リテール統轄

兼リテール事業推進担当兼金融

商品仲介ビジネス本部長委嘱 

専務取締役 福家 尚文 （リテール事業推進担当兼金

融商品仲介ビジネス本部長委

嘱） 
 

海外業務担当委嘱 専務取締役 小林 博司 （海外業務共同担当兼企画共

同担当委嘱） 
 

証券業務担当兼経営企画担当兼

ホールセール事業推進担当委嘱 
専務取締役 近藤  秀一 （海外業務共同担当兼ホール

セール事業推進共同担当委

嘱） 
 

（解）西日本法人本部長 専務執行役員 清水 健一 （西日本法人本部長） 
 

東日本・東海法人統轄 専務執行役員 山田 恵司 （東日本法人本部長） 
 

金融・公共法人統轄兼金融・公共

法人本部長 
専務執行役員 芳川 孝志 （法人金融部門共同統轄兼法

人金融共同本部長） 
 

（解）ホールセール事業推進共同

担当 
専務執行役員 小池 茂雄 （ホールセール事業推進共同

担当） 
 

投資銀行統轄兼事業法人統轄 専務執行役員 田中 光晴 （投資銀行部門共同統轄） 
 

企業情報本部長 常務執行役員 大和田 正也 （企業情報共同本部長） 
 

ホールセール事業推進副担当 常務執行役員 織田 邦夫 （近畿法人本部長） 
 

西日本・近畿法人統轄 常務執行役員 軒名 彰 （大阪・神戸本部長） 
 

東京本部長 常務執行役員 平松 仁志 （近畿・四国・北陸本部長） 
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商品業務副担当兼資本市場共同

本部長 
 

常務執行役員 林 太郎 （商品業務共同担当兼資本市

場共同本部長） 
 

投資銀行本部長兼ソリューション

戦略共同担当 
常務執行役員 福田 祐夫 （投資銀行部門共同統轄兼ソ

リューション戦略共同担当兼

投資銀行本部長兼法人金融

共同本部長） 
 

（解）資本市場共同本部長 常務執行役員 藤澤 哲史 （資本市場共同本部長） 
 

エクイティ本部長兼調査本部長 常務執行役員 對間 久文 （エクイティ本部長兼調査共同

本部長） 
 

名古屋駐在（東海法人本部） 常務執行役員 佐藤 邦夫 （総合法人部門統轄補佐兼東

海法人共同本部長） 
 

商品業務副担当兼資本市場共同

本部長 
 

常務執行役員 大岩 久人 （資本市場共同本部長） 
 

近畿・北陸本部長 執行役員 直原 宏茂 （育成担当） 
 

ウェルスマネジメント本部長兼ソリ

ューション戦略共同担当兼事業

法人本部長（企業法人部担当） 
 

執行役員 淺野 恭喜 （ウェルスマネジメント共同本

部長兼ソリューション戦略共同

担当） 
 

（解）投資銀行副本部長 執行役員 金子 竜哉 （投資銀行副本部長） 
 

事業法人本部長（第一、第二、第

四、第七事業法人部担当） 
 

執行役員 田村 憲一 （投資銀行副本部長） 
 

監査担当 執行役員 藤代 尚孝 （東海・甲信越本部長） 
 

ソリューション戦略共同担当兼コ

ーポレート・サービス担当兼事業

法人本部長（第三、第五、第六事

業法人部担当） 
 

執行役員 前田 豊司 （ソリューション戦略共同担当

兼コーポレート・サービス担当

兼法人金融共同本部長） 
 

（解）首都圏東本部長 執行役員 定行 俊雄 （首都圏東本部長） 
 

西日本本部長 執行役員 豊田 大明 （商品業務共同担当兼エクイ

ティ副本部長） 
 



7 

リスク管理担当兼財務担当 執行役員 田本 真也 （財務共同担当委嘱） 
 

公益法人本部長 執行役員 知念 等 （コンプライアンス担当兼管理

担当兼リスク管理共同担当委

嘱） 
 

エクイティ副本部長 執行役員 立原 康司 （証券業務共同担当兼海外業

務共同担当兼企画共同担当

委嘱） 
 

金融市場共同本部長 執行役員 松本 範平 （金融市場副本部長） 
 

人事・育成担当兼コンプライアン

ス担当 
 

執行役員 安藤 道倫 （監査担当） 
 

投資銀行副本部長兼事業法人副

本部長 
 

執行役員 吉岡 宏芳 （投資銀行副本部長兼法人金

融共同本部長） 
 

人事・育成副担当兼コンプライア

ンス副担当 
 

執行役員 高田 厚 （コンプライアンス副担当兼管

理副担当） 
 

西日本法人本部長 執行役員 小和野 晃 （中国・九州本部長） 
 

東海・甲信越本部長 執行役員 土門 正寿 （首都圏西本部長） 
 

東日本本部長 執行役員 二宮 由之 （北海道・東北・北関東本部

長） 
 

金融市場副本部長 執行役員 近藤 雄一郎 （企画副担当） 
 

東海法人本部長 執行役員 飛彈 健一 （東海法人共同本部長） 
 

経営企画副担当 執行役員 頃末 広義 （企画副担当） 
 

企業情報副本部長 執行役員 福島 喜和 （企業情報共同本部長） 
 

証券業務副担当 執行役員 会木 隆史 （証券業務共同担当） 
 

近畿法人本部長 執行役員 木村 朋成  
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東日本法人本部長 執行役員 小原 公一  

氏名右側（ ）内は旧職 
 

3. 役員の異動 （平成 23 年 3 月 14 日付） 
 

(1) 執行役員の退任 

田中 光晴 （専務執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 専務取締役就任 

安藤 道倫 （執行役員） 
日興コーディアル証券株式会社 取締役就任 

 
(2) 取締役の就任 

専務取締役 田中 光晴 （専務執行役員） 

取締役 安藤 道倫 （執行役員） 

 
(3) 役付取締役の変更 

取締役副社長 河本 尚之 （取締役副会長） 

取締役副社長 吉川 秀人 （専務取締役） 

 
(4) 役員分担の変更  
 

投資銀行統轄兼事業法人統轄委

嘱 
 

専務取締役 田中 光晴 （投資銀行統轄兼事業法人統

轄） 
 

人事・育成担当兼コンプライアン

ス担当委嘱 
取締役 安藤 道倫 （人事・育成担当兼コンプライ

アンス担当） 
 

氏名右側（ ）内は旧職 
 

 
以 上 

 
 
 
 
 




