
２０１４年３月１４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】 

 
（２０１４年３月２０日付） 

氏名 新 現 

川北 英隆 取締役  ―  

川北 英隆氏は、本年３月２０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。 

なお、同氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。 
 
 
（２０１４年４月１日付） 

氏名 新 現 

齊藤 肇 
取締役副社長兼

副社長執行役員 
内部監査部門長 

取締役副社長兼

副社長執行役員 
国内営業部門長 

今泉 泰彦 

取締役副社長

（代表取締役）兼

副社長執行役員 

法人営業統括副社長 ―  

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

兼グローバルビジネス・

マーケット統括副社長 

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 

島田 秀一 
常務取締役兼常

務執行役員 

企画グループ長兼投資

業務部担当兼投資銀行

部門付 

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 

小林 英文 
常務取締役兼常

務執行役員 

グローバルファイナンス

ヘッド兼リサーチグルー

プ長兼財務・主計グル

ープ長兼引受審査部担

当 

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 

藤井 健司 
取締役兼執行役

員 

グローバルリスクマネジ

メントヘッド兼リスク管理

グループ長 

執行役員 

グローバルリスクマネジ

メントヘッド兼リスク管

理グループ長 

佐藤 康博 取締役（非常勤）  ―  

石﨑 信吾 常務執行役員 投資銀行グループ付 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 

宮本 正広 常務執行役員 
グローバル投資銀行ヘ

ッド兼投資銀行部門長 
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 
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氏名 新 現 

清水 良夫 常務執行役員 

投資銀行部門副部門長

兼ＩＢプロダクツグループ

長兼ＩＢ業務推進グルー

プ付 

常務執行役員 

グローバル投資銀行ヘ

ッド兼ＩＢプロダクツグル

ープ長兼ＩＢ業務推進グ

ループ付 

幸田 博人 常務執行役員 
国内営業部門長兼企画

グループ副グループ長 
常務執行役員 企画グループ長 

齊藤 哲彦 常務執行役員 

国内営業部門共同部門

長兼銀行・信託連携グ

ループ長兼ネット・コンタ

クトグループ長 

―  

山田 達也 常務執行役員 
ＩＴ・システムグループ副

グループ長 
常務執行役員 

グローバルファイナンス

ヘッド兼財務・主計グル

ープ長 

髙田 貞信 常務執行役員 投資銀行グループ付 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 

福田 祐夫 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長 
常務執行役員 

投資銀行グループ共同

グループ長 

吉田 格 常務執行役員 投資銀行グループ付 執行役員 

投資銀行グループ付兼

セクターカバレッジ第三

部長 

花村 信也 常務執行役員 

金融公共グループ長兼

アドバイザリーグループ

長 

執行役員 
アドバイザリーグループ

長 

明石 健太郎 常務執行役員 

みずほセキュリティーズ

アジア会長兼投資銀行

グループ付 

―  

熊谷 泰治 執行役員 

リテールグループ長兼

ウェルスマネジメントグ

ループ長 

執行役員 
チャネルマーケティング

グループ長 

上野 修二 執行役員 名古屋支店長 執行役員 京都支店長 

山里 和也 執行役員 
大阪支店長兼国内営業

部門付 
執行役員 法人グループ長 

岸下 義弘 執行役員 
プライベートバンキング

部長 
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 

武 弘紀 執行役員 京都支店長 執行役員 リテールグループ長 

丸小 啓二 執行役員 投資銀行グループ付 ― 
投資銀行グループ（セク

ターカバレッジ）ディレク

ター 
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氏名 新 現 

佐野 正 執行役員 札幌支店長 ― 札幌中央支店長 

飯田 武彦 執行役員 
国内営業部門長付営業

店業務推進役 
― 

国内営業部門長付営業

店業務推進役 

高橋 敦 執行役員 

市場・商品部門長付シ

ニアコーポレートオフィ

サー兼リサーチグルー

プ長付シニアコーポレー

トオフィサー 

― 事業企画部長 

惠島 克芳 退任  

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 

福田 良之 退任  
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 

中村 英剛 退任  取締役 
みずほセキュリティーズ

アジア会長 

岡部 俊胤 退任  常務執行役員 コンプライアンス統括グ

ループ担当役員 

高橋 秀行 退任  常務執行役員 財務・主計グループ担

当役員 

安部 大作 退任  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 

秋吉 茂 退任  常務執行役員 

国内営業部門副部門長

兼国内営業部門長付営

業店業務推進役 

稲田 憲二郎 退任  常務執行役員 

国内営業部門副部門長

兼銀行・信託連携グル

ープ長 

辻田 泰徳 退任  常務執行役員 人事グループ担当役員 

武 之弘 退任  常務執行役員 大阪支店長 

神吉 正 退任  常務執行役員 企画グループ担当役員 

綾 隆介 退任  常務執行役員 
リスク管理グループ担

当役員 
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氏名 新 現 

紙野 耕司 退任  執行役員 
福岡支店長兼 IB 業務

推進グループ付 

川口 大吾 退任  執行役員 
名古屋支店長兼 IB 業

務推進グループ付 

齋田 貴 退任  執行役員 
国内営業部門付兼 IB

業務推進グループ付 

佐伯 知司 退任  執行役員 大阪西支店長 

加藤 雅哉 退任  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 

今泉 泰彦、島田 秀一、小林 英文、藤井 健司、佐藤 康博の五氏は本年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。 

 

なお、以上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。 
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