
【みずほ証券株式会社】

（２０１２年４月１日付）

氏名 新 現

安倍　秀雄 取締役副社長 取締役副社長

兼　副社長執行役員 兼　副社長執行役員

投資銀行部門長 グローバル投資銀行ヘッド

兼　グローバルカバレッジヘッド

兼　グローバル投資銀行部門長

兼　投資銀行グループ長

中村　英剛 取締役副社長 取締役副社長

兼　副社長執行役員 兼　副社長執行役員

リスク管理グループ担当 グローバルカバレッジ共同ヘッド

兼　アジア・中国業務推進部担当 兼　グローバル投資銀行部門共同部門長

兼　アジア営業推進本部長

兼　グローバルインフラ整備委員会担当

齊藤　肇 取締役副社長 取締役副社長

兼　副社長執行役員 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

兼　法人グループ長

南谷　健一 取締役副社長 常務執行役員

兼　副社長執行役員 コンプライアンス本部長

監査部担当 兼　法務部、引受審査部担当

揚村　康男 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

グローバルマーケッツヘッド グローバルマーケッツヘッド

兼　市場・商品部門長 兼　グローバル市場・商品部門長

兼　リサーチ本部共同本部長 兼　グローバル・リサーチ本部共同本部長

秋吉　茂 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 名古屋支店長

国内営業部門共同部門長

兼　リテールグループ長
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氏名 新 現

幸田　博人 常務執行役員 常務執行役員

総合企画部、事業企画部、経営調査部、 総合企画部、事業企画部、

コーポレート・コミュニケーション部担当 グローバル収益総括室、経営調査部、

海外拠点業務部、北京駐在員事務所、

上海駐在員事務所、ムンバイ駐在員事務所、

コーポレート・コミュニケーション部担当

山田　達也 常務執行役員 執行役員

財務・主計グループ長 財務・主計グループ長

兼　情報セキュリティ管理部担当 兼　グローバル収益総括室副担当

薄葉　真哉 常務執行役員 常務執行役員

業務管理本部、ダイレクト推進グループ担当 グローバルリスク管理グループ担当

兼　コーポレートサポート部担当

小林　英文 常務執行役員 ―

リサーチ本部共同本部長

兼　海外拠点業務部、北京駐在員事務所、

上海駐在員事務所、ムンバイ駐在員事務所、

引受審査部、投資業務部担当

清水　良夫 常務執行役員 常務執行役員

グローバル投資銀行ヘッド グローバル投資銀行部門副部門長

兼　ＩＢプロダクツグループ長 兼　投資銀行業務管理部担当

兼　ビジネス開発部、公開引受部担当

島田　秀一 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

宮本　正広 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ共同グループ長 投資銀行グループ

兼　国内営業部門付

久保　浩一 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

兼　アジア営業推進本部付

野沢　勝則 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

兼　アジア営業推進本部付

石﨑　信吾 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行グループ付 関西・西日本投資銀行グループ長

兼　国内営業部門付
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氏名 新 現

幸　宏 常務執行役員 常務執行役員

市場・商品部門副部門長 グローバル市場・商品部門副部門長

兼　ソリューション営業グループ担当 兼　ソリューション営業グループ担当

兼　市場・商品業務管理部担当 兼　グローバルマーケッツ業務管理部担当

武本　一美 常務執行役員 執行役員

国内営業部門付 第五ブロック長

兼　国内営業管理部、営業指導部担当

武　之弘 常務執行役員 常務執行役員

国内営業部門付 国内営業部門副部門長

兼　大阪支店長 兼　営業本部副本部長

兼　国内営業管理部担当

兼　ダイレクト推進グループ長

加藤　孝明 常務執行役員 常務執行役員

みずほセキュリティーズアジア会長 アジア営業推進本部副本部長

兼　中国委員会委員長

兼　投資銀行グループ

兼　みずほセキュリティーズアジア会長

藤井　健司 執行役員 執行役員

リスク管理グループ長 グローバルリスク管理グループ長

津村　直美 執行役員 執行役員

コンプライアンス本部長 秘書室、人事部担当

兼　管理部、秘書室、人事部、法務部担当

吉田　格 執行役員 執行役員

投資銀行グループ付 投資銀行グループ

花村　信也 執行役員 執行役員

アドバイザリーグループ長 グローバルアドバイザリーグループ長

浜西　泰人 執行役員 グローバル資本市場グループ長

資本市場グループ長

岸下　義弘 執行役員 高松支店長

国内営業部門付

川口　大吾 執行役員 浜松支店長

国内営業部門付

兼　名古屋支店長

紙野　耕司 執行役員 執行役員

国内営業部門付 第二ブロック長

兼　福岡支店長
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氏名 新 現

石田　和也 執行役員 執行役員

法人グループ副グループ長 京都支店長

山里　和也 執行役員 法人業務管理部長

法人グループ副グループ長 兼　国内営業部門長付コーポレートオフィサー

上野　修二 執行役員 仙台支店長

京都支店長

熊谷　泰治 執行役員 執行役員

ダイレクト推進グループ長 情報セキュリティ管理部長

長﨑　秀樹 退任 　取締役副社長

　兼　副社長執行役員

監査部担当

後藤　修一 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

国内営業部門長

兼　営業本部長

兼　営業指導部担当

兼　チャネル推進グループ担当

肥後　泰 退任 常務執行役員

　財務・主計グループ担当

兼　グループ事業部、総務部、

情報セキュリティ管理部担当

播磨　秀樹 退任 常務執行役員

グローバル・リサーチ本部共同本部長

兼　投資業務部担当

岡田　太 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

村中　幸嗣 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

遠藤　恭彦 退任 常務執行役員

投資銀行グループ

兼　企業推進グループ担当

小泉　哲郎 退任 常務執行役員

金融公共グループ長

木村　真一郎 退任 常務執行役員

大阪支店長

兼　関西法人部担当
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氏名 新 現

平形　光男 退任 常務執行役員

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

中瀬　美明 退任 執行役員

業務管理本部担当

兼　コーポレートサポート部担当

兼　グローバルインフラ整備委員会事務局長

橋詰　豪 退任 執行役員

ＩＢプロダクツグループ長

小島　隆之 退任 執行役員

第一ブロック長

藤原　一幸 退任 執行役員

第三ブロック長

林　鉄雄 退任 執行役員

第四ブロック長

　　南谷 健一、秋吉 茂の両氏は、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。

（２０１２年６月下旬予定）

氏名 新 現

肥後　泰 常勤監査役 （前掲）

染河　清剛 退任 常勤監査役

　　肥後 泰氏は、本年６月下旬に開催予定の当社定時株主総会における新任監査役候補者であり

　　ます。
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