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記

【㈱大和証券グループ本社】

Ⅰ．執行役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

【新任・昇格】

常務執行役員 山内　章 　―

不動産アセットマネジメント担当

大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長 大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長

大和証券リアルティ㈱　代表取締役社長 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　取締役会長

【新任・昇格】

常務執行役員 代田　英展 　―

海外副担当

 [国際企画部管轄]

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

【新任・昇格】

常務執行役員 小林　奨 　―

グループリスクマネジメント担当　兼　データ管理担当

 [リスクマネジメント部、ＭＩＳデータ管理部管轄]

大和証券㈱　常務執行役員 大和証券㈱　執行役員

執行役員 田中　稔介 執行役員

ＩＴ・オペレーション担当 業務・システム担当

［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］ ［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

【新任・昇格】

執行役員 山田　孝志 　―

ＩＴ・オペレーション副担当

［ＩＴ統括部、業務部、システム企画部、コーポレートＩＴ部管轄］

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

執行役員 板屋　篤 執行役員

企画副担当　兼　ＩＴ・オペレーション副担当 人事副担当　兼　企画副担当

　経営企画部、ＩＴ統括部、業務部、システム企画部 ［人事部、経営企画部管轄］

　コーポレートＩＴ部管轄

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

大和証券グループ　役員人事について

下記の通り、大和証券グループの役員人事を内定致しましたのでお知らせします。
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【大和証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

専務取締役 小林　昭広 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング本部長 グローバル・インベストメント・バンキング共同本部長

【新任・昇格】

専務取締役 原　宏 常務取締役

広域法人担当 広域法人担当

【新任・昇格】

専務取締役 金子　好久 常務取締役

企業公開担当 事業法人担当　兼　企業公開担当　兼　法人企画担当

常務取締役 藤岡　智男 常務取締役

エクイティ担当　兼　リサーチ担当　兼　金融市場担当 エクイティ担当　兼　リサーチ担当

常務取締役 村瀬　智之 常務取締役

ＩＴ・オペレーション担当 業務・システム担当

㈱大和証券グループ本社　常務執行役 ㈱大和証券グループ本社　常務執行役

常務取締役 姜　昇浩 常務取締役

金融市場担当　兼　エクイティ担当 金融市場担当

【新任・昇格】

常務取締役 田所　俊弥 常務執行役員

大阪法人担当 営業担当

（千葉グループ、九州・山口グループ管轄）

【新任・昇格】

常務取締役 櫻井　裕子 常務執行役員

プライベートバンキング担当 プライベートバンキング担当

兼　コンタクトセンター担当 兼　コンタクトセンター担当

兼　マスマーケティング担当 兼　営業企画副担当

兼　ネットビジネス担当

【新任・昇格】

常務取締役 池田　弘樹 常務執行役員

グローバル・インベストメント・バンキング担当 グローバル・インベストメント・バンキング担当

【新任・昇格】

常務執行役員 代田　英展 執行役員

海外副担当 グローバル・インベストメント・バンキング担当

㈱大和証券グループ本社　常務執行役員 　―

【新任・昇格】

常務執行役員 辻岡　功 執行役員

事業法人担当　兼　法人企画担当 名古屋法人担当

【新任・昇格】

常務執行役員 小林　奨 執行役員

リスクマネジメント副担当　兼　データ管理副担当 エクイティ副担当　兼　金融市場副担当

㈱大和証券グループ本社　常務執行役員 　―
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新 氏　名 現

執行役員 田中　義明 執行役員

大阪法人担当 大阪法人副担当

執行役員 田中　稔介 執行役員

ＩＴ・オペレーション副担当 業務・システム副担当

㈱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 山田　孝志 執行役員

ＩＴ・オペレーション副担当 金融市場副担当

㈱大和証券グループ本社　執行役員 　―

執行役員 板屋　篤 執行役員

企画副担当　兼　ＩＴ・オペレーション副担当 人事副担当　兼　企画副担当

㈱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 中澤　嘉謙 執行役員

金融市場担当 金融市場副担当

執行役員 村田　勝安 執行役員

営業企画副担当　兼　マスマーケティング担当 営業企画副担当　兼　特命担当

兼　特命担当

【新任・昇格】

執行役員 丹羽　功 参与

企業公開担当 広域法人副担当

【新任・昇格】

執行役員 森元　裕介 参与

名古屋法人担当 プライベートバンキング副担当

【新任・昇格】

執行役員 大橋　義則 仙台支店長

営業担当

（千葉グループ、九州・山口グループ管轄）

【新任・昇格】

執行役員 吉田　光太郎 経営企画部長

プロダクト・ソリューション副担当

　― ㈱大和証券グループ本社　経営企画部長

【新任・昇格】

執行役員 成毛　豊文 デット・キャピタルマーケット部長

グローバル・インベストメント・バンキング担当

【新任・昇格】

執行役員 田澤　健一 債券部長

金融市場担当

【新任・昇格】

執行役員 小林　雄道 資産管理ビジネス部長

プロダクト・ソリューション副担当
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新 氏　名 現

参与 藤倉　敬 参与

エクイティ担当　兼　リサーチ担当 エクイティ副担当　兼　リサーチ副担当

（大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド駐在）

参与 成瀬　順也 参与

エクイティ担当　兼　リサーチ担当 エクイティ副担当　兼　リサーチ副担当

【新任・昇格】

参与 菅間　洋平 プライベートバンキング部長

プライベートバンキング担当

兼　プライベートバンキング部長

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 丸尾　浩一 専務取締役

企業公開担当

　― 赤井　雄一 専務取締役

グローバル・インベストメント・バンキング共同本部長

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長　就任予定 　―

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長　就任予定

大和企業投資㈱　取締役会長　就任予定

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長　就任予定

　― 辻本　将孝 常務取締役

大阪法人担当

大和証券リアルティ㈱　代表取締役副社長　就任予定 　―

　― 藤田　満 常務取締役

プロダクト・ソリューション上席担当

㈱大和総研　専務取締役　就任予定 　―

　― 間宮　賢 参与

プロダクト・ソリューション副担当

大和アセットマネジメント㈱　取締役　兼　常務執行役員　就任予定 　―

Ⅱ．監査役

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 白鳥　賢一 　―

　― 大和インベスター・リレーションズ㈱　取締役

退任予定（2021年6月17日付）

新 氏　名 現

　― 赤岩　純行 監査役
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【大和アセットマネジメント㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役　兼　常務執行役員 重田　修 常務執行役員

取締役　兼　常務執行役員 間宮　賢 　―

　― 大和証券㈱　参与

社外取締役 門間　大吉 公益財団グローバルヘルス技術振興基金 理事

社外取締役 白河　桃子 相模女子大学大学院特任教授

常務執行役員 小林　桂治 執行役員

執行役員 福田　康介 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 大津留　淳一 金融法人第一部長

兼　マーケティング本部長付部長

※白河 桃子氏の戸籍上の氏名は小林 美紀であります。

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 相澤　淳一 代表取締役副社長

　― 森　剛朗 取締役　兼　専務執行役員

　― 古市　征 取締役　兼　常務執行役員

リテラ・クレア証券㈱　代表取締役社長　就任予定 　―

Ⅱ．監査役

新任候補（2021年6月22日付）

新 氏　名 現

監査役 深田　直子 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　内部監査部　担当部長

大和証券㈱　内部監査部　担当部長

退任予定（2021年6月22日付）

新 氏　名 現

　― 松島　喜治 監査役
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【㈱大和総研】

会社統合

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補及び役員の異動（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 中川　雅久 ㈱大和総研ホールディングス

代表取締役社長

㈱大和証券グループ本社　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

㈱大和証券ビジネスセンター　取締役会長 ㈱大和総研　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

専務取締役 野村　博之 ㈱大和総研ホールディングス

専務取締役

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

専務取締役 高橋　憲昭 ㈱大和総研ホールディングス

専務取締役

　― ㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

専務取締役 梅田　暁 ㈱大和総研ホールディングス

専務取締役

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

専務取締役 藤田　満 　―

　― 大和証券㈱　常務取締役

専務取締役 立花　明 ㈱大和総研ホールディングス

専務取締役

　― ㈱大和総研　専務取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　専務取締役

専務取締役　兼　副理事長 熊谷　亮丸 　―

　― ㈱大和総研　専務取締役

専務取締役 中峯　文彦 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

株式会社大和総研ホールディングス、株式会社大和総研及び株式会社大和総研ビジネス・イノベーションは、
2021年4月1日付で、大和総研ホールディングスを吸収合併存続会社、大和総研及び大和総研BIを吸収合併消滅会社と
する吸収合併を行い、商号を株式会社大和総研とする。
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新 氏　名 現

取締役（非常勤） 板屋　篤 　―

㈱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

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

㈱大和総研　取締役（非常勤）

常務執行役員 田中　宏太郎 　―

　― ㈱大和総研　常務執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

常務執行役員 藤田　晋浩 　―

　― ㈱大和総研　常務執行役員

常務執行役員 中島　大 　―

　― ㈱大和総研　常務執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

常務執行役員 成田　幸生 ㈱大和総研ホールディングス

常務執行役員

　― ㈱大和総研　常務執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　常務執行役員

常務執行役員 今津　英次 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

常務執行役員 植松　哲也 ㈱大和総研ホールディングス

執行役員

　― ㈱大和総研　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 保志　泰 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

執行役員 吉川　直哉 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 柏崎　重人 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

執行役員 村瀬　雅裕 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

執行役員 嶋林　博喜 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　執行役員

7



新 氏　名 現

執行役員 鈴木　準 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

執行役員 北川　勝久 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

執行役員 大喜多　伸彦 　―

　― ㈱大和総研　執行役員

執行役員 岡田　慎一 　―

　― ㈱大和総研　参与

執行役員 高城　靖典 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション

システムソリューション第二部長

執行役員 中村　研一 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション

企業システム開発本部 副本部長

兼　企業システム開発第二部長

参与 堀江　憲治 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　参与

参与 吉本　博師 　―

　― ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　参与

退任予定（㈱大和総研ホールディングス　2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 水谷　岳彦 専務取締役

　― ㈱大和総研　専務取締役

　― 岸本　利彦 常務執行役員

DIRインフォメーションシステムズ㈱　代表取締役社長 DIRインフォメーションシステムズ㈱　代表取締役社長

　― 河島　潤 執行役員

㈱大和証券ビジネスセンター　常務取締役　就任予定 DIRインフォメーションシステムズ㈱　専務取締役

退任予定（㈱大和総研　2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 水谷　岳彦 専務取締役

　― ㈱大和総研ホールディングス　専務取締役
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退任予定（㈱大和総研ビジネス・イノベーション　2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 福田　康介 執行役員

大和アセットマネジメント㈱　執行役員　就任予定 　―

Ⅱ．理事

就任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

理事長 中曽　宏 　―

　― ㈱大和総研　理事長

専務取締役　兼　副理事長 熊谷　亮丸 　―

　― ㈱大和総研　専務取締役

専務理事 道盛　大志郎 　―

　― ㈱大和総研　専務理事

名誉理事 武藤　敏郎 　―

　― ㈱大和総研　名誉理事

Ⅲ．監査役

新任候補及び監査役の異動（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 近藤　雅彦 ㈱大和総研ホールディングス

監査役

　― ㈱大和総研　監査役（非常勤）

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　監査役（非常勤）

監査役（非常勤） 芝滝　惠次 ㈱大和総研ホールディングス

監査役（非常勤）

㈱大和証券ビジネスセンター　監査役 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション　監査役（非常勤）

㈱大和証券ビジネスセンター　監査役

監査役（非常勤） 花岡　幸子 　―

㈱大和証券グループ本社　取締役 ㈱大和証券グループ本社　取締役

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　監査役（非常勤）
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【㈱大和証券ビジネスセンター】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 中川　雅久 　―

㈱大和証券グループ本社　執行役副社長 ㈱大和証券グループ本社　執行役副社長

㈱大和総研　代表取締役社長 ㈱大和総研ホールディングス　代表取締役社長

㈱大和総研　代表取締役社長

㈱大和総研ビジネス・イノベーション　代表取締役社長

代表取締役社長 上村　博美 取締役副社長

常務取締役 河島　潤 　―

　― ㈱大和総研ホールディングス　執行役員

DIRインフォメーションシステムズ㈱　専務取締役

常務取締役 大塚　政則 取締役

常務執行役員 山口　成崇 執行役員

執行役員 門脇　勝志 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　業務部長

大和証券㈱　業務部長

退任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 地福　三郎 代表取締役社長

Ⅱ．上席参事

新任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

上席参事 秀島　琢也 常務執行役員
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【大和証券ファシリティーズ㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 山下　恒司 取締役

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 大倉　潤一 代表取締役副社長

　― 土山　博英 常務取締役

Ⅱ．監査役

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 江口　哲人 　―

リテラ・クレア証券㈱　監査役 大和証券㈱　徳島支店　担当部長

退任予定（2021年6月22日付）

新 氏　名 現

　― 安東　敏明 監査役（非常勤）

　― リテラ・クレア証券㈱　監査役

【㈱大和ネクスト銀行】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 神賀　省一 取締役

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 田端　達 取締役
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【㈱大和インベストメント・マネジメント】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 赤井　雄一 　―

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

退任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 西尾　信也 代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

【㈱大和キャピタル・ホールディングス】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 赤井　雄一 　―

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

退任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

　― 西尾　信也 代表取締役社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 大和企業投資㈱　取締役会長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

【大和企業投資㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 赤井　雄一 　―

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

常務取締役 三木　淳司 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　総務部長

大和証券㈱　総務部長
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退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 瀬川　一美 専務取締役

退任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 西尾　信也 取締役会長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和ＰＩパートナーズ㈱　代表取締役会長　兼　社長

【大和ＰＩパートナーズ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役会長　兼　社長 赤井　雄一 　―

㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長 大和証券㈱　専務取締役

㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和企業投資㈱　取締役会長

専務取締役 増田　知晴 常務取締役

大和エナジー・インフラ㈱　専務取締役 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　大和エナジー・インフラ㈱出向中

　[大和エナジー・インフラ㈱常務取締役]

　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　　大和ＰＩパートナーズ㈱より

　　㈱釧路火力発電所出向中

　大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ㈱出向中　

退任予定（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 西尾　信也 代表取締役会長　兼　社長

㈱大和インベストメント・マネジメント　顧問　就任予定 ㈱大和インベストメント・マネジメント　代表取締役社長

大和企業投資㈱　顧問　就任予定 ㈱大和キャピタル・ホールディングス　代表取締役社長

大和企業投資㈱　取締役会長
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【大和エナジー・インフラ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

専務取締役 増田　知晴 常務取締役

大和ＰＩパートナーズ㈱　専務取締役 大和証券㈱　経営企画部付　担当部長

　㈱大和キャピタル・ホールディングスより

　大和エナジー・インフラ㈱出向中

　大和ＰＩパートナーズ㈱出向中

　[大和ＰＩパートナーズ㈱常務取締役]

　　大和ＰＩパートナーズ㈱より

　　㈱釧路火力発電所出向中

　大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ㈱出向中　

【㈱大和ファンド・コンサルティング】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

常務取締役 志多野　雅一 取締役

取締役 岩越　守彦 　―

　― 大和証券㈱　プロダクト業務部長

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 中村　力 専務取締役

【大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役副社長 篠塚　裕司 取締役

グッドタイムリビング㈱　取締役 グッドタイムリビング㈱　代表取締役副社長

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 山内　章 取締役会長

㈱大和証券グループ本社　常務執行役員　就任予定 大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長

大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長

大和証券リアルティ㈱　代表取締役社長　就任予定
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Ⅱ．監査役

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役 西尾　裕 　―

　― ㈱大和証券グループ本社　コンプライアンス統括部　担当部長

大和証券㈱　コンプライアンス統括部　担当部長

退任予定（2021年6月23日付）

新 氏　名 現

　― 水越　一吉 監査役

【大和インベスター・リレーションズ㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役（非常勤） 若山　朋秀 　―

大和証券㈱　執行役員 大和証券㈱　執行役員

退任予定（2021年3月31日付）

新 氏　名 現

　― 白鳥　賢一 取締役

大和証券㈱　監査役　就任予定 　―

Ⅱ．監査役

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 江口　哲人 　―

リテラ・クレア証券㈱　監査役 大和証券㈱　徳島支店　担当部長
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【リテラ・クレア証券㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任候補（2021年6月29日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 古市　征 　―

（2021年4月1日付で執行役員副社長就任）

　― 大和アセットマネジメント㈱　取締役　兼　常務執行役員

退任予定（2021年6月29日付）

新 氏　名 現

顧問　就任予定 酒井　恵一 代表取締役社長

Ⅱ．監査役

新任候補（2021年6月29日付）

新 氏　名 現

監査役 江口　哲人 　―

　― 大和証券㈱　徳島支店　担当部長

退任予定（2021年6月29日付）

新 氏　名 現

　― 安東　敏明 監査役

【グッドタイムリビング㈱】

Ⅰ．取締役・執行役員等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

取締役会長 森川　悦明 代表取締役社長

代表取締役社長 岡口　雅信 　―

　― 大和証券㈱　コンタクトセンター担当役員付部長

取締役 篠塚　裕司 代表取締役副社長

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　代表取締役副社長 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　取締役
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Ⅱ．監査役

新任候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

監査役（非常勤） 西尾　裕 　―

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　監査役 ㈱大和証券グループ本社　コンプライアンス統括部　担当部長

大和証券㈱　コンプライアンス統括部　担当部長

退任予定（2021年6月28日付）

新 氏　名 現

　― 水越　一吉 監査役（非常勤）

　― 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　監査役

【大和証券リアルティ㈱】

Ⅰ．取締役等

新任・昇格候補（2021年4月1日付）

新 氏　名 現

代表取締役社長 山内　章 　―

㈱大和証券グループ本社　常務執行役員 大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長

大和エナジー・インフラ㈱　取締役会長 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱　取締役会長

代表取締役副社長 辻本　将孝 　―

　― 大和証券㈱　常務取締役

以　　上　
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