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Press Release 
 

2018 年５月 17日 

各   位 

会 社 名  藍 澤 證 券 株 式 会 社 

代表者名  取締役社長   藍澤  基彌 

（コード番号：8708 東証第一部） 

問合せ先  上席執行役員管理本部長兼 

経営企画部長 兼 業務統括部長 

真柴 一裕 (TEL:03-3272-3421) 
 
 

 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、2017年（平成29年）9月26日付「日本アジア証券株式会社との合併（簡易合併・略式合

併）に関するお知らせ」のとおり、2018年7月1日に当社100％子会社である日本アジア証券株式会

社（以下、日本アジア証券といいます）を吸収合併いたします。 

これにより当社は、同日付で下記のとおり機構改革および取締役の担当委嘱の変更、執行役員

の異動、重要な使用人の異動、ならびに子会社の役員の異動を決定いたしましたのでお知らせい

たします。 

なお、本件につきましては、2018 年６月下旬に開催予定の当社第98期定時株主総会および同

総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。 

 

 

記 
 

１．機構改革（2018 年 7月 1日付）  

・ 当社と日本アジア証券の重複する業務を統合し、組織名称を変更します。 

・ 以下の店舗を引き継ぎ設置いたします。 
千住支店 草加支店 春日部支店 福生支店 

青梅支店 鶴見支店 大和支店 名古屋支店 

大阪支店※1 箕面支店 吹田支店 枚方支店 

藤井寺支店 北野田支店 京都支店※2 生駒支店※3 

五條支店 吉野支店 神戸支店 岡山支店 

宮崎支店    

※1 当社大阪支店と統合し、大阪支店第一営業部、大阪支店第二営業部、大阪支店第三営業

部が新設されます。 

 ※2 当社京都北山支店と統合し、京都支店となります。 

 ※3 当社学園前支店と統合し、生駒支店となります。 

 

・ 商品本部、引受審査部、本店第三営業部、本店第四営業部が新設されます。 

・ 国際部を廃止します。 
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（１）管理本部 
① 経営企画部 

当社の経営企画部経営企画グループを独立させ、経営企画部とする。 
② 総務部 

両社の総務人事部から総務グループおよび総務課を統合し、総務部とする。 
③ 人事部 

両社の総務人事部から人事グループおよび人事課を統合し、人事部とする 
④ 財務部 

当社の経営企画部主計グループおよび財務グループと日本アジア証券の財務・経理部を統合

し、財務部とする。 
⑤ 業務統括部 

当社の業務統括部と日本アジア証券の決済管理部および業務管理部を統合し、業務統括部と

する。 
⑥ システム部 

当社の商品業務部システムグループと日本アジア証券のシステム企画部を統合し、システム

部とする。 

 
（２）商品本部（新設） 

① エクイティ部 
当社の商品業務部商品グループ（株式）と日本アジア証券のエクイティ部およびグローバ

ル・マーケティング部外国トレーディング課を統合し、エクイティ部とする。 
② 金融商品部 

当社の商品業務部商品グループ（債券・投信）と日本アジア証券の投資信託部および債券部

を統合し、金融商品部とする。 
③ 市場情報部 

当社の投資リサーチセンターと日本アジア証券のグローバル・マーケティング部投資情報課

を統合し、市場情報部とする。 
 

（３）投資顧問部 
① 投資顧問部 

当社の投資顧問室を改称し、投資顧問部とする。 
 

（４）戦略企画本部 
① 戦略企画部 

当社の戦略企画部と日本アジア証券の戦略企画部を統合し、戦略企画部とする。 
② ソリューション第一部 

当社のソリューション第一部と日本アジア証券のソリューション部を統合し、ソリューショ

ン第一部とする。 
③ ソリューション第二部 

当社のソリューション第二部と日本アジア証券の引受部を統合し、ソリューション第二部と

する。 
④ ソリューション第三部 

当社の広域事業部を改称し、ソリューション第三部とする。 
 
（５）営業本部 

① 営業推進部 
当社の営業推進部と日本アジア証券の営業推進部および戦略企画部の機能の一部を統合し、

営業推進部とする。 
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② 営業サポート部（変更なし） 
③ ブルートレードセンター（変更なし） 
④ 営業ブロック 

現在の東日本・西日本・中国営業本部の体制から、営業本部の傘下に5つのブロックを設け、

ブロック制に移行する。 

 
■ 第一ブロック 

第一ブロックに属する営業部店は以下の14部店とする。 

本店第一営業部 本店第二営業部 本店第三営業部 本店第四営業部 

千住支店 野田支店 成田支店 水戸支店 

蕨支店 草加支店 越谷支店 春日部支店 

杉戸支店 館林支店   

 

■ 第二ブロック 

第二ブロックに属する営業部店は以下の12支店とする。 

大井支店 自由が丘支店 調布支店 町田支店 

福生支店 青梅支店 鶴見支店 大和支店 

厚木支店 鎌倉支店 相模原支店 秦野支店 

 

■ 第三ブロック 

第三ブロックに属する営業部店は以下の10支店および1営業所とする。 

甲府支店 三島支店 熱海営業所 御殿場支店 

下田支店 富士支店 富士宮支店 静岡支店 

島田支店 掛川支店 名古屋支店  

 

■ 第四ブロック 

第四ブロックに属する営業部店は以下の18部店とする。 

大阪支店第一営業部 大阪支店第二営業部 大阪支店第三営業部 豊中支店 

箕面支店 吹田支店 枚方支店 藤井寺支店 

泉佐野支店 北野田支店 京都支店 生駒支店 

五條支店 吉野支店 神戸支店 芦屋支店 

加古川支店 宮崎支店   

 

■ 第五ブロック 

第五ブロックに属する営業部店は以下の11支店とする。 

岡山支店 福山支店 三次支店 広島支店 

東広島支店 岩国支店 柳井支店 下松支店 

防府支店 山口支店 宇部支店  

 

（６）コンプライアンス本部 
① コンプライアンス部 

当社の営業管理部、同部お客様相談課と日本アジア証券のコンプライアンス部、売買管理部

および業務管理部の一部の機能を統合し、コンプライアンス部とする。 
② 引受審査部（新設） 

当社の営業管理部引受審査課と日本アジア証券の引受審査部を統合し、引受審査部とする。 
③ 監査部 

当社の内部監査部と日本アジア証券監査部を統合し、監査部とする。 
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２．取締役の担当委嘱の変更（発令日：2018 年７月１日） 

氏 名 新役職 現役職 

角道 裕司 
専務取締役 戦略企画本部長 

兼 投資顧問部担当 

専務取締役 戦略企画本部長 

兼 戦略企画部長 

大石 敦 常務取締役 営業本部長 
常務取締役 営業本部長 

兼 投資顧問室担当 

新島 直以 
取締役 コンプライアンス本部長 

（内部管理統括責任者） 

取締役 コンプライアンス本部長 

兼 営業管理部長（内部管理統括責任者）

真柴 一裕※ 
取締役 管理本部長 

兼 商品本部担当 

上席執行役員 管理本部長 

兼 経営企画部長 兼 業務統括部長 

※ 真柴一裕は 6 月下旬の第 98 期定時株主総会に付議する新任取締役候補者です。 

 

 

３．執行役員の異動（発令日：2018 年 7月 1日） 

氏 名 新役職 現役職 

五十嵐 良和 
上席執行役員 営業本部副本部長 

兼 営業推進部長 
執行役員 東日本営業本部長 

後藤 元紀 上席執行役員 戦略企画本部副本部長 執行役員 ソリューション第一部長 

山下 雅明 
執行役員 第四ブロック長  

兼 大阪支店長 
執行役員 西日本営業本部長 

喜多 正利 執行役員 第一ブロック長 
日本アジア証券 

取締役 営業統括本部長 

佐藤 光太郎 執行役員 商品本部長 

日本アジア証券 

執行役員 商品本部長 兼 グローバル・

マーケティング部長 兼 決済管理部長 

堀 英男 執行役員 第二ブロック長 

日本アジア証券 

執行役員 西日本営業本部長 

兼 大阪支店長 

髙尾 康史 執行役員 ソリューション第一部長 
日本アジア証券 

執行役員 戦略企画本部長 

 

 

４．執行役員の退任（発令日：2018 年 6月 30日） 

氏名 新役職 現役職 

岡田 高明 退任 執行役員 国際部長 

 

  



 
 

5 
 

５．重要な使用人の異動（発令日：2018 年 7月 1日） 

氏名 新役職 現役職 

石川 玉喜 理事コンプライアンス本部副本部長 
日本アジア証券 執行役員 

コンプライアンス本部副本部長 

古川 知寿 第三ブロック長 館林支店長 

細谷 秀一 第五ブロック長 中国営業本部長 

馬場 雄一 経営企画部長 経営企画部 マネージャー 

髙橋 祐彦 総務部長 兼 人事部副部長 総務人事部長 

松原 栄喜 人事部長 営業推進部長 

岡本 満 財務部長 日本アジア証券 財務･経理部長 

林 健太郎 業務統括部長 業務統括部 マネージャー 

斎藤 雅宏 システム部長 商品業務部長 

佐山 明 エクイティ部長 日本アジア証券 エクイティ部長 

陶山 泰宏 金融商品部長 日本アジア証券 債券部長 

谷 健一郎 市場情報部長 投資リサーチセンター長 

大村 祐嗣 投資顧問部長 日本アジア証券 投資信託部長 

新開 主税 戦略企画部長 日本アジア証券 戦略企画部長 

北原 伸一郎 ソリューション第三部長 広域事業部長 

伊藤 俊一 コンプライアンス部長 営業管理部 管理マネージャー 

阿部 禎治 引受審査部長 営業管理部 引受審査課 マネージャー 

保田 浩一 監査部長 内部監査部長 

中村 一郎 
本店第二営業部長 兼 本店第四営業部

長 
本店第二営業部長 

長峯 利光 本店第三営業部長 日本アジア証券 本店営業部長 

假谷 肇 千住支店長 日本アジア証券 千住支店長 

石井 恵子 草加支店長 日本アジア証券 草加支店長 



 
 

6 
 

氏名 新役職 現役職 

鴇田 義幸 春日部支店長 日本アジア証券 春日部支店長 

守田 栄一 館林支店長 三島支店 営業マネージャー 

池野 修 福生支店長 日本アジア証券 福生支店長 

岡田 次男 青梅支店長 日本アジア証券 青梅支店長 

古谷 康弘 鶴見支店長 学園前支店長 

大野 信洋 大和支店長 日本アジア証券 大和支店長 

岡本 英樹 名古屋支店長 日本アジア証券 名古屋支店長 

田中 啓次 
大阪支店第一営業部長 

兼 大阪支店第三営業部長 
大阪支店長 

新井 秀明 大阪支店第二営業部長 日本アジア証券 京都支店長 

堀内 信利 箕面支店長 日本アジア証券 箕面支店長 

野口 伸雄 吹田支店長 日本アジア証券 吹田支店長 

井上 健一 枚方支店長 日本アジア証券 枚方支店長 

中窪 茂 藤井寺支店長 日本アジア証券 藤井寺支店長 

乾 安宏 北野田支店長 日本アジア証券 北野田支店長 

江川 新吾 京都支店長 京都北山支店長 

徳山 徳義 生駒支店長 日本アジア証券 生駒支店長 

松井 和雄 五條支店長 日本アジア証券 五條支店長 

岸田 功 吉野支店長 日本アジア証券 吉野支店長 

伊藤 満博 神戸支店長 日本アジア証券 神戸支店長 

阿久津 透 宮崎支店長 日本アジア証券 宮崎支店長 

桑木 雄一 岡山支店長 日本アジア証券 岡山支店長 
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６．子会社の役員の異動（2018 年 7月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

油井 純雄 当社顧問 
日本アジア証券 常務取締役 

コンプライアンス本部長 

加藤 伸一 退任 日本アジア証券 常勤監査役 

 

 

７. 役員体制（2018 年 7月 1日付） 

 

代表取締役会長  藍澤 基彌 

代表取締役社長  藍澤 卓弥 

専務取締役  角道 裕司 

常務取締役  大石 敦 

取締役   新島 直以 

取締役   真柴 一裕 

取締役（独立・社外） 髙橋 厚男 

取締役（独立・社外） 德岡 國見 

常勤監査役（社外） 山本 聡 

常勤監査役  石川 文敏 

常勤監査役  沖田 政明 

監査役（社外）  西本 恭彦 

 

上席執行役員  五十嵐  良和 

上席執行役員  後藤 元紀 

執行役員   山下 雅明 

執行役員   喜多 正利 

執行役員   佐藤 光太郎 

執行役員   堀 英男 

執行役員   髙尾 康史 

 

以 上 

 



組織図（2018年7月1日時点）
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