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組織の一部改正と役員・社員の異動について

本日、下記の野村グループ各社は、別添の通り、組織の一部改正及び役員・社員の異動
を発表した。

・
・
・
・

野村ホールディングス株式会社
野村證券株式会社
野村アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社

2011 年 6 月 17 日
野村ホールディングス株式会社

組織の一部改正と役員・社員の異動について

野村ホールディングス株式会社（CEO 兼執行役社長:渡部賢一）は、下記の通り、組織の一部
改正及び役員・社員の異動を発表した。

1. 組織の一部改正（7 月 1 日）
(1) ホールセール・ファイナンス部を廃止する。
(2) グループ主計部と税務室を、グループ財務部を改称した財務部に統合する。
(3) グループ資金部を資金部に改称する。
(4) ファイナンス業務部を新設する。
2. 役員の担当職務の変更（7 月 1 日）

CEO/COO オフィス担当

グループ・シニア・マネージング・ディレクター
鳥海 智絵
（ CEO/COO オ フ ィ ス 担 当 兼
CEO オフィス 部長）

3. 社員の異動（7 月 1 日）
CEO オフィス 部長

小早川 達哉

（野村證券（株）企業情報部企
業情報二課長）
野村證券（株）経営企画部長を兼務

ファイナンス業務部長

上田 伸彦

（グループ財務部）

IR 室長

星野 雅英

（ノムラ・インターナショナル（ホ
ンコン）LIMITED 出向（アジア
インベストメント・バンキング））
氏名右側の（ ）内は旧職
以上

2011 年 6 月 17 日
野村證券株式会社

組織の一部改正と役員・社員の異動について

野村證券株式会社（CEO 兼執行役社長:渡部賢一）は、下記の通り、組織の一部改正及び役
員・社員の異動を発表した。

1. 組織の一部改正（7 月 1 日）
【営業部門】
(1) 法人財務戦略部を金融公共公益法人部に名称変更する。
(2) ネットサービス部、コンタクトセンター部、ダイレクト業務部を統合し、ネット&コール部を新
設する。
(3) 鳥取営業所を新設する（7 月 7 日）。
(4) 今治営業所を新設する（7 月 19 日）。
【ホールセール部門】
(1) 機関投資家営業一部と機関投資家営業二部を統合し、機関投資家営業部とする。
(2) 電機・精密セクターと機械・自動車セクターを統合し、インダストリアルズ・セクターを新設す
る。
(3) コンシューマーグッズ・セクターとリテール&サービス・セクターを統合し、コンシューマー&リ
テール・セクターを新設する。
【コーポレート・その他】
(1) 財務部、ホールセール・ファイナンス部、資金部を主計部に統合する。

2. 役員の担当職務の変更（7 月 1 日）

マーチャント・バンキング・ビジネ
ス兼インベストメント・バンキング
担当

常務
永松 昌一

（マーチャント・バンキング・ビジ
ネス担当）

機関投資家営業担当

執行役員
畑田 実

インベストメント・バンキング担当

執行役員
奥田 健太郎

（機関投資家営業担当兼エグゼ
キューション・サービス部長）

（インベストメント・バンキング担
当兼企業情報部長）

3. 経営役の担当職務の変更（7 月 1 日）
営業部門金融・公共公益法人担
当兼金融公共公益法人部長

吉本 俊二

（営業部門金融・公共公益法人
担当兼法人財務戦略部長）

鶴田 和敏

（法人企画部）

機関投資家営業部長

石富 健一

（機関投資家営業一部長）

エグゼキューション・サービス部
長

本谷 大輔

（ノムラ・インターナショナル
PLC（ロンドン）出向（欧州エク
イティ））

企業情報部長

角田 慎介

（ノムラ・インターナショナル
PLC（ロンドン）出向（欧州イン
ベストメント・バンキング））

インダストリアルズ・セクター 部
長

森 昌之

（電機・精密セクター 部長）

コンシューマー&リテール・セク
ター 部長

福山 漢成

（人事部）

名古屋ライフプラン・サービス部
長

羽石 仁志

（業務管理部長）

ネット&コール部長

辻 宏之

（姫路支店長）

4. 社員の異動
（7 月 1 日）
ポートフォリオ・コンサルティング
部長

営業総務部長

澤田 司

（名古屋総務部長）

名古屋総務部長

大前 慎吾

（名古屋駅前支店総務課長）

業務管理部長

松野 秀人

（営業企画部兼国内ＩＴ戦略部）

リスク・マネジメント部共同部長

武澤 信明

（リスク・マネジメント部リスク・ア
ナリシス課長兼インベストメン
ト・エバリュエーション&クレジッ
ト課長）

リスク・マネジメント部共同部長

島本 英樹

（ノムラ・インターナショナル（ホ
ンコン）LIMITED 出向）

主計部長

黒澤 隆史

（ホールセール・ファイナンス部
長兼野村ホールディングス
（株）ホールセール・ファイナン
ス部長）

経営企画部長

小早川 達哉
（企業情報部企業情報二課長）
野村ホールディングス（株）CEO オフィス 部長を兼務

総務部長

前田 暁史

（コンタクトセンター部）

人材開発部長

関 則昭

（徳山支店長）

大阪支店営業部長

舩橋 哲夫

（人材開発部長）

プライベートバンキング銀座オ
フィス 支店長

井上 真吾

（浜松支店ファイナンシャル・コ
ンサルティング三課長）

秋田支店長

山岡 一俊

（大阪支店営業部長）

宇都宮支店長

三和 正寿

（四日市支店長）

中野支店長

内山田 徹

（町田支店ファイナンシャル・コ
ンサルティング二課長）

成城支店長

酒井 克臣

（営業企画部営業企画課長）

池袋メトロポリタンプラザ支店長

柴崎 章吾

（人事部）

自由が丘支店長

三輪 悦朗

（プライベートバンキング銀座オ
フィス 支店長）

四日市支店長

山下 毅

（成城支店長）

川西支店長

濵名 徹

（函館支店ファイナンシャル・ア
ドバイザー課長）

姫路支店長

福田 賢哉

（エリアマネージャー兼営業企
画部）

徳山支店長

高橋 祐司

（川西支店長）

長崎支店長

塩田 賢一

（エリアマネージャー兼営業企
画部）

安保 威

（米子支店長）

児玉 聡

（松山支店長）

（7 月 7 日）
米子支店長兼鳥取営業所長

（7 月 19 日）
松山支店長兼今治営業所長

氏名右側の（ ）内は旧職

以上

2011 年 6 月 17 日
野村アセットマネジメント株式会社

組織の一部改正と社員の異動について

野村アセットマネジメント株式会社（CEO 兼執行役会長:岩崎俊博）は、下記の通り、組織の一
部改正と社員の異動を発表した。
1. 組織の一部改正（7 月 1 日）
(1) リスク管理本部にシステムリスク管理室を新設する。
2. 社員の異動（7 月 1 日）
運用企画室長

赤星 真一

（総合企画部シニア・マネージャー）

金融市場トレーディング部長

島田 晃男

（債券運用部シニア・マネージャー）

金融法人マーケティング部長

柿原 一宏

（リテール業務部長）

リテール業務部長

前田 泰弘

（プロダクト・サービス部シニア・マ
ネージャー）

プロダクト・マネジメント部長

渡部 昭裕

（金融法人マーケティング部長）

投信ディスクロージャー部長

森保 一美

（投信ディスクロージャー部シニア・
マネージャー）

システムリスク管理室長

上谷 修一郎

（ＩＴ戦略部ジェネラル・マネー
ジャー）

資産管理部長

大竹 敏夫

（金融市場トレーディング部長）
氏名右側の（ ）内は旧職

以上

2011 年 6 月 17 日
野村信託銀行株式会社

組織の一部改正と社員の異動について

野村信託銀行株式会社（執行役社長:仲田正史）は、下記の通り、組織の一部改正と社員の異
動を発表した。

1. 組織の一部改正（7 月 1 日）
(1) 投資信託本部に投信ビジネス推進部を新設し、同部に投信クライアントサービス部の全
業務及び投資信託部とファンド・サービス部の一部業務を移管する。
(2) 投信クライアントサービス部を廃止する。

2. 社員の異動（7 月 1 日）
投信ビジネス推進部長

西川 寛

（投資信託部長）

投資信託部長

山下 徹

（投資信託部）

法務コンプライアンス部長

野村 聡

（法務コンプライアンス部）

氏名右側の（ ）内は旧職

以上

