
２０２０年３月６日 

みずほ証券株式会社 

役員異動のお知らせ 

当社の役員異動（委嘱の変更等を含む）につきまして、お知らせいたします。 

以 上 



 

 

１．取締役および執行役員の異動 

（２０２０年４月１日付） 

氏名 新 現 

三宅 潔 取締役会長*     －  

高橋 敦 
取締役副社長

*(代表取締役)  

IT・システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 グローバル ITヘッド 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

取締役副社長

*(代表取締役)  

財務・主計グループ長 

兼 IT・システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

兼 グローバル ITヘッド 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

岡部 俊胤 
取締役 

(非常勤) 
    －  

菊地 比左志 

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

    －  

浜西 泰人 専務執行役員 

グローバル投資銀行部門長 

兼 投資銀行本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

専務執行役員 

グローバル投資銀行部門長 

兼 投資銀行本部長 

兼 プロダクツ本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

金森 裕三 常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッ

ド 

常務取締役* 

企画グループ長 

兼 市場情報戦略部担当役員 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 

兼 グローバルリスクマネジメント副

ヘッド 

兼 グローバル IT副ヘッド 

兼 グローバルオペレーション副ヘッ

ド 

兼 グローバルコンプライアンス副ヘ

ッド 

兼 グローバル人事副ヘッド 

栃折 卓彦 常務執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 
   －  

木原 正裕 常務執行役員 

企画グループ長 

兼 財務・主計グループ長 

兼 市場情報戦略部担当役員 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

執行役員 
財務・主計グループ副グループ長 

兼 グローバルファイナンス副ヘッド 



 

 

氏名 新 現 

中山 博史 常務執行役員 リテール・事業法人部門共同部門長 執行役員 秘書室長 

浜本 吉郎 常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 
執行役員 

アジア・オセアニア地域戦略担当（み

ずほセキュリティーズアジア（社長）） 

山崎 栄一 執行役員 プロダクツ本部長    － プロダクツ本部副本部長 

石川 卓 執行役員 コーポレートカバレッジ第九部長    － コーポレートカバレッジ第九部長 

高橋 直樹 執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 
   － リテール・コンシューマーセクター長 

明渡 則和 執行役員 
グローバルマーケッツ部門副部門長 

兼 エクイティ本部長 
執行役員 グローバルマーケッツ部門副部門長 

白川 至 執行役員 
コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 
執行役員 経営企画部長 

浅井 覚 執行役員 
人事グループ長 

兼 グローバル人事ヘッド 
   －  

大源 秀一 執行役員 リテール・事業法人部門エリア長    － 営業店業務部長 

森嶋 淳浩 執行役員 リテール・事業法人部門エリア長    － リテール・事業法人部門エリア長 

佐々木 大志 執行役員 
グローバルマーケッツ部門副部門長 

兼 金融市場本部長 
執行役員 エクイティ本部長 

末吉 裕子 執行役員 

事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーション副ヘッ

ド 

   － 事務グループシニアエグゼクティブ 

松浦 修司 執行役員 

グローバル投資銀行部門副部門長 

兼 投資銀行本部副本部長 

兼 グローバル投資銀行副ヘッド 

   －  

大塚 雅広 異動 みずほフィナンシャルグループ 留任 
取締役 

(非常勤) 
 

芝田 康弘 異動 

みずほフィナンシャルグループ 

執行役常務 就任 

みずほ銀行 常務執行役員 就任 

常務執行役員 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 



 

 

氏名 新 現 

中村 康佐 退任  取締役会長  

加藤 純一 退任  
取締役 

(非常勤) 
 

中村 昭 退任  
取締役 

(非常勤) 
 

安部 大作 退任  

取締役 

（監査等委員）

(非常勤) 

 

藤井 健司 退任  常務執行役員 

リサーチ＆コンサルティングユニット

長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッ

ド 

熊谷 泰治 退任  常務執行役員 
コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 

遠藤 修 退任  常務執行役員 
グローバル投資銀行部門営業担当

役員 

眞武 尚史 退任  常務執行役員 

人事グループ長 

兼 秘書室担当役員 

兼 グローバル人事ヘッド 

山崎 忍 退任  執行役員 

事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーション副ヘッ

ド 

小島 竜一 退任  執行役員 リテール・事業法人部門エリア長 

池田 政宏 退任  執行役員 リテール・事業法人部門エリア長 

福井 慎一 退任  執行役員 
リテール・事業法人部門営業担当役

員 

吉澤 洋 退任  執行役員 金融市場本部長 

望月 淳 退任  執行役員 グローバル投資銀行部門付 



 

 

（注） ＊印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。 

 

 

（２０２０年６月下旬予定） 

氏名 新 現 

鈴木 洋之 

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員）) 

    －  

古賀 政治 

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員）) 

    －  

川北 英隆 退任  
取締役 

（社外取締役）) 
 

吉益 裕二 退任  

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

 

小野 傑 退任  

取締役 

（社外取締役）

（監査等委員） 

 

 



 

 

２． ４月１日付の役員一覧表 

 

取締役   

取締役社長* 

（代表取締役） 
飯田 浩一 業務執行統括 

取締役会長* 三宅 潔  

取締役副社長* 

（代表取締役） 
高橋 敦 

業務執行統括補佐 

IT・システムグループ長 

兼 事務グループ長 

兼 グローバル ITヘッド 

兼 グローバルオペレーションヘッド 

常務取締役* 大石 正弥 
ファンドビジネス本部長 

兼 グローバルマーケッツ部門系統営業部担当役員 

取締役（非常勤） 坂井 辰史  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役社長（代表執行役）） 

取締役（非常勤） 岡部 俊胤  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 副会長執行役員） 

取締役（社外取締役） 川北 英隆   

取締役（監査等委員） 川嶋 秀行   

取締役（監査等委員） 

（非常勤） 
菊地 比左志  （株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務） 

取締役（監査等委員） 

（社外取締役） 
吉益 裕二   

取締役（監査等委員） 

（社外取締役） 
橋本 泰久   

取締役（監査等委員） 

（社外取締役） 
小野 傑   

（注） ＊印が付された取締役は、執行役員を兼務しています。 

 

執行役員※                                                            ※取締役兼務者を除く 

副社長執行役員 福家 尚文 
業務執行統括補佐 

リテール・事業法人部門長 

専務執行役員 吉田 格 リテール・事業法人部門共同部門長 

専務執行役員 浜西 泰人 

グローバル投資銀行部門長 

兼 投資銀行本部長 

兼 グローバル投資銀行ヘッド 

常務執行役員 Suneel Bakhshi 欧州地域戦略担当（みずほインターナショナル（社長）） 

常務執行役員 丸小 啓二 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 辻次 賢二 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 Jerry Rizzieri 米州地域戦略担当（米国みずほ証券（社長）） 

常務執行役員 平松 寿和 グローバル投資銀行部門営業担当役員 



 

 

常務執行役員 金森 裕三 

リサーチ＆コンサルティングユニット長 

兼 リスク管理グループ長 

兼 引受審査部担当役員 

兼 グローバルリスクマネジメントヘッド 

常務執行役員 栃折 卓彦 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

常務執行役員 今井 均 リテール・事業法人部門営業担当役員 

常務執行役員 木原 正裕 

企画グループ長 

兼 財務・主計グループ長 

兼 市場情報戦略部担当役員 

兼 グローバルファイナンスヘッド 

常務執行役員 中山 博史 リテール・事業法人部門共同部門長 

常務執行役員 浜本 吉郎 
グローバルマーケッツ部門長 

兼 グローバルマーケッツヘッド 

執行役員 三橋 浩 IT・システムグループ副グループ長 

執行役員 川元 晋介 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 芦刈 秀城 京都支店長 

執行役員 角田 樹哉 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 山出 顕広 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 絹川 幸恵 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 山崎 栄一 プロダクツ本部長 

執行役員 石川 卓 コーポレートカバレッジ第九部長 

執行役員 千石 康人 
内部監査グループ長 

兼 証券グループチーフオーディットエグゼクティブ 

執行役員 宮岡 誠一郎 グローバルクライアントソリューション部長 

執行役員 高橋 直樹 グローバル投資銀行部門営業担当役員 

執行役員 秋山 典文 

シンジケーション本部長 

兼 投資業務部担当役員 

兼 グローバルシンジケートヘッド 

執行役員 明渡 則和 
グローバルマーケッツ部門副部門長 

兼 エクイティ本部長 

執行役員 坂野 公洋 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 白川 至 
コンプライアンス統括グループ長 

兼 グローバルコンプライアンスヘッド 

執行役員 浅井 覚 
人事グループ長 

兼 グローバル人事ヘッド 

執行役員 脇田 茂 リテール・事業法人部門営業担当役員 

執行役員 大源 秀一 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 森嶋 淳浩 リテール・事業法人部門エリア長 

執行役員 上ノ山 信宏 取締役会室長 



 

 

執行役員 佐々木 大志 
グローバルマーケッツ部門副部門長 

兼 金融市場本部長 

執行役員 末吉 裕子 
事務グループ副グループ長 

兼 グローバルオペレーション副ヘッド 

執行役員 松浦 修司 

グローバル投資銀行部門副部門長 

兼 投資銀行本部副本部長 

兼 グローバル投資銀行副ヘッド 

 

 

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

ています。 

 

以 上 

 


