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２０１３年２月２６日 

各 位 

 

 

  みずほ証券株式会社

   

   

   

 

 

 
役員異動のお知らせ 

 

 

本日、当社の役員異動（委嘱等の変更を含む）を内定しましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 
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【みずほ証券株式会社】 

 
（2013年 4月 1日付） 

氏名 新 現 

永濱 光弘 取締役会長 米国みずほ証券会長 ―  

惠島 克芳 

取締役副社長

（代表取締役）兼

副社長執行役員 

内部監査部門長 

取 締役副社長

（代表取締役）兼

副社長執行役員 

 

齊藤 肇 
取締役副社長兼

副社長執行役員 
国内営業部門長 

取締役副社長兼

副社長執行役員 

国内営業部門長兼ウェ

ルスマネジメントグルー

プ長 

揚村 康男 
取締役副社長兼

副社長執行役員 

グローバルマーケッツヘ

ッド兼市場・商品部門長

常務取締役兼常

務執行役員 

グローバルマーケッツ

ヘッド兼市場・商品部門

長兼リサーチグループ

長 

福田 良之 
取締役副社長兼

副社長執行役員 

投資銀行部門長兼金融

公共グループ長 
―  

蒲生 英雄 
常務取締役兼常

務執行役員 

アセットマネジメントグル

ープ長兼系統営業担当 

常務取締役兼常

務執行役員 

プロダクト企画・推進グ

ループ長兼系統営業担

当 

中村 英剛 取締役 
みずほセキュリティーズ

アジア会長 

取締役副社長兼

副社長執行役員 
内部監査部門長 

大橋 圭造 取締役 

みずほセキュリティー

ズ・ユーケー・ホールデ

ィングス会長兼みずほイ

ンターナショナル会長 

取締役 

みずほセキュリティー

ズ・ユーケー・ホールデ

ィングス会長兼みずほ

インターナショナル会長

兼米国みずほ証券会長

石﨑 信吾 常務執行役員 
投資銀行グループ付兼Ｉ

Ｂ業務推進グループ付 
常務執行役員 

投資銀行グループ付兼

国内営業部門付 

高橋 秀行 常務執行役員 
財務・主計グループ担

当役員 
―  

安部 大作 常務執行役員 

ＩＴ・システムグループ担

当役員兼事務グループ

担当役員 

―  

宮本 正広 常務執行役員 

投資銀行部門副部門長

兼投資銀行グループ共

同グループ長兼ＩＢ業務

推進グループ付 

常務執行役員 

投資銀行グループ共同

グループ長兼国内営業

部門付 

藤井 修造 常務執行役員 

国内営業部門副部門長

兼ＩＢ業務推進グループ

長兼銀行・信託連携推

進部担当 

常務取締役兼常

務執行役員 

ＩＢ業務推進グループ長

兼銀行・信託連携推進

部担当 
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氏名 新 現 

辻田 泰徳 常務執行役員 人事グループ担当役員 ―  

島田 秀一 常務執行役員 

投資銀行部門副部門長

兼投資銀行グループ共

同グループ長兼金融公

共グループ副グループ

長 

常務執行役員 

投資銀行グループ共同

グループ長兼金融公共

グループ長兼投資銀行

業務管理部担当 

武 之弘 常務執行役員 大阪支店長 常務執行役員 
国内営業部門付兼大阪

支店長 

神吉 正 常務執行役員 企画グループ担当役員 ―  

野沢 勝則 常務執行役員 
投資銀行部門付兼投資

銀行グループ付 
常務執行役員 投資銀行グループ付 

小林 英文 常務執行役員 

リサーチグループ長兼

引受審査部兼海外拠点

業務部、北京駐在員事

務所、上海駐在員事務

所、投資業務部担当 

常務執行役員 

リサーチグループ副グ

ループ長兼引受審査

部、北京駐在員事務

所、上海駐在員事務

所、投資業務部担当 

小池 正兼 常務執行役員 

リスク管理グループ担当

役員兼コンプライアンス

統括グループ担当役員 

―  

髙田 貞信 常務執行役員 
投資銀行グループ付兼Ｉ

Ｂ業務推進グループ付 
常務執行役員 ＩＢ業務推進グループ付

坂本 哲弘 常務執行役員 
人事グループ長兼秘書

室担当 
常務執行役員 内部監査部門副部門長

山田 淳一 常務執行役員 
市場・商品部門副部門

長 
執行役員 

ソリューション営業グル

ープ担当兼金融市場グ

ループ担当 

紙野 耕司 執行役員 
福岡中央支店長兼ＩＢ業

務推進グループ付 
執行役員 

国内営業部門付兼福岡

中央支店長 

津村 直美 執行役員 内部監査部門副部門長 執行役員 
人事グループ長兼秘書

室担当 

川口 大吾 執行役員 
名古屋支店長兼ＩＢ業務

推進グループ付 
執行役員 名古屋支店長 

岸下 義弘 執行役員 

プライベートバンキング

部長兼ＩＢ業務推進グル

ープ付 

執行役員 国内営業部門付 
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氏名 新 現 

杉山  聡 執行役員 
国内営業部門付兼ＩＢ業

務推進グループ付 
執行役員 

事務グループ副グルー

プ長 

加藤 雅哉 執行役員 

ウェルスマネジメントグ

ループ長兼国内営業部

門長付シニアコーポレー

トオフィサー 

― 

国内営業部門長付シニ

アコーポレートオフィサ

ー 

船木 信克 監査役  ―  

安倍 秀雄 退任  
取締役副社長兼

副社長執行役員 
投資銀行部門長 

中田 克己 退任  常務執行役員 
プロダクト企画・推進グ

ループ副グループ長 

加藤 孝明 退任  常務執行役員 

投資銀行グループ付兼

アジア・中国業務推進

部担当兼みずほセキュ

リティーズアジア会長 

久保 浩一 退任  常務執行役員 投資銀行グループ付 

武本 一美 退任  常務執行役員 国内営業部門付 

齋藤 眞一 退任  常務執行役員 

国内営業部門付兼銀

行・信託連携グループ

付 

二峰 浩一 退任  常務執行役員 国内営業部門付 

桑原 康浩 退任  執行役員 国内営業部門付 

豊川  世 退任  執行役員 
人事グループ副グルー

プ長 

富田 大造 退任  執行役員 

銀行・信託連携推進グ

ループ副グループ長兼

連携営業推進部長 

繁治 義信 退任  監査役  

永濱 光弘、福田 良之の両氏は本年４月 1日に開催予定の当社株主総会における新任取締役候補者であり
ます。また、船木 信克氏は、同株主総会における新任監査役候補者であり、同氏は、会社法施行規則第２

条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。 
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本年２月８日にお知らせいたしました役員異動からの変更箇所には下線を付しております。 
 

なお、以上の役員異動につきましては、必要となる関係当局の許認可の取得を前提としております。 


