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2019年3月5日 

関 係 各 位 

野村アセットマネジメント株式会社 

 

 

組織の一部改正と役員・社員の異動について 
 

 

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼執行役社長:渡邊国夫）は本日、組織の一部改正と役員・

社員の異動を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。 

（注）各項の表右端列は、野村グループ他社での異動の有無を示しています。詳細は野村ホールディングス

株式会社の2019年3月5日付ニュースリリース「組織の一部改正と役員・社員の異動について」をご覧く

ださい。なお、野村グループ各社の社名略称は末尾の表に記載しています。 

 

 

1. 組織の一部改正（2019年4月1日） 

 

(1) 投資開発部を資産運用先端技術研究室へ統合し、資産運用先端技術研究部とする。 

 

 

2. 2019年4月1日以降の取締役体制 

（注）当社は、2019年4月1日付で監査等委員会設置会社への移行を予定しており、監査等委員会設置会社

への移行をもって、現任の取締役はすべて任期満了となりますが、退任の取締役は実質的な異動のみ

を記載しています。 

 

取締役会長 尾﨑 哲 新任 NHI、NSC 

取締役 中川 順子 新任 NHI 

取締役 大塚 徹  NHI、NBS、NAPH 

取締役 小川 祥司   

取締役 長濱 力雄 社外  

取締役 木村 明子 社外  

取締役 早川 公三 社外  

取締役 栁井 健寿 社外  

取締役 鈴木 貴之 新任 NSC、NBS、NFI、
NICMR、NHSA、

NAPA、NVC 
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＜退任の取締役＞（2019年3月31日）  

取締役 松谷 博司   

取締役 渡邊 国夫  NHI 

取締役 宮下 尚人  NTB、NAPH 

取締役 荒 幸三 社外 NBS、NFI、NICMR、

NHSA、NAPA、

NVC、NAPH 

 

 

3. 2019年4月1日以降の業務運営体制 

（注）表右端欄の※は、新任、昇格、役割変更等、実質的な異動があったケースを示します。異動の詳細につ

いては次項「4. 執行役・執行役員の異動の詳細」をご参照ください。 

 

【執行役員】 
社長 中川 順子 CEO（最高経営責任者）､インター

ナル・オーディット部担当 
 

※ 

専務 津田 昌直 マルチ・マネージャー運用本部、ト

レーディング本部、ビジネス・インフ

ラ本部管掌兼運用調査本部長兼

運用企画部、資産運用先端技術研

究部担当 
 

※ 

専務 田邊 実 商品本部長、コーポレート本部長 
 

※ 

常務 栗崎 修 投資信託営業本部長 
 

※ 

常務 三浦 栄治 インスティテューショナル・クライア

ント本部長 
 

※ 

常務 横田 靖博 海外クライアント本部長 
 

 

常務 板橋 裕 マルチ・マネージャー運用本部長 
 

※ 

執行役員 小林 睦生 ビジネス・インフラ本部長 
 

 

執行役員 梅森 雅宏 トレーディング本部長兼運用部（イ

ンデックス＆ソリューションズ、運用

管理）担当 
 

 

執行役員 荒 幸三 投資信託営業部、大阪支店、福岡

営業所担当 
 

※ 
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執行役員 荻原 亘 運用調査副本部長、CIO（株式）兼

運用部（株式）、企業調査部、責任

投資調査部、プロダクト・マネジメン

ト部担当 
 

※ 

執行役員 渡部 昭裕 リスク管理本部長、チーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー（CCO）、チー

フ・リスク・オフィサー（CRO） 
 

※ 

執行役員 千田 聡 投資信託営業企画部担当 
 

※ 

執行役員 本間 隆宏 CIO（債券）兼運用部（債券、マル

チアセット＆ソリューションズ）、経

済調査部担当 
 

※ 

 

 

4. 執行役・執行役員の異動の詳細 

（注）執行役・執行役員の異動の詳細は、前項「3. 2019年4月1日以降の業務運営体制」掲載順に記載してい

ます。特段の記載がない限り就任は2019年4月1日付、退任は2019年3月31日付です。表示が二段の

場合は、上段が執行役、下段が執行役員の異動を示します。単独で「社長」「専務」「常務」と表記してい

るのは役付執行役員です。また、当社は、2019年4月1日付で監査等委員会設置会社への移行を予定し

ており、監査等委員会設置会社への移行をもって、現任の執行役はすべて任期満了となります。 

 

氏名 新 旧 
グループ

他社での

異動 

中川 順子 （退任）  執行役 リスク管理本部、ビジネス・

インフラ本部、コーポレート

本部管掌兼チーフ・リスク・

オフィサー（CRO） 

NHI 

社長 CEO（最高経営責任者）､イ

ンターナル・オーディット部

担当 

専務 リスク管理本部、ビジネス・

インフラ本部、コーポレート

本部管掌兼チーフ・リスク・

オフィサー（CRO） 
 

 

津田 昌直 専務 マルチ・マネージャー運用本

部、トレーディング本部、ビ

ジネス・インフラ本部管掌兼

運用調査本部長兼運用企

画部、資産運用先端技術研

究部担当 

常務 マルチ・マネージャー運用本

部、トレーディング本部管掌

兼運用調査本部長兼運用

企画部、運用部（マルチア

セット＆ソリューションズ）、

投資開発部、プロダクト・マ

ネジメント部、資産運用先端

技術研究室担当 
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田邊 実 専務 商品本部長、コーポレート本

部長 
 

常務 コーポレート本部長  

栗崎 修 常務 投資信託営業本部長 常務 投資信託営業本部長兼投

資信託営業企画部（戦略

マーケティング）、投資信託

営業部、大阪支店、福岡営

業所担当 
 

 

三浦 栄治 常務 インスティテューショナル・ク

ライアント本部長 
常務 マルチ・マネージャー運用本

部長 
 

 

板橋 裕 常務 マルチ・マネージャー運用本

部長 
執行役員 ノムラ・アセット・マネジメン

ト・USA・インク社長 
 

 

荒 幸三 執行役員 
（新任） 

投資信託営業部、大阪支

店、福岡営業所担当 
 

  NBS、

NFI、
NICMR、

NHSA、

NAPA、

NVC、

NAPH 
荻原 亘 執行役員 運 用 調 査副 本 部長 、 CIO

（株式）兼運用部（株式）、企

業調査部、責任投資調査

部、プロダクト・マネジメント

部担当 
 

執行役員 運 用 調 査副 本 部長 、 CIO
（株式）兼運用部（株式、債

券）、企業調査部、責任投資

調査部、経済調査部担当 

 

渡部 昭裕 執行役員 リスク管理本部長、チーフ・

コンプライアンス・オフィサー

（CCO）、チーフ・リスク・オ

フィサー（CRO） 
 

執行役員 リスク管理本部長  

千田 聡 執行役員 
（新任） 
 

投資信託営業企画部担当    

本間 隆宏 執行役員 
（新任） 

CIO （ 債 券 ）兼 運 用 部（債

券、マルチアセット&ソリュー

ションズ）、経済調査部担当 
 

   

渡邊 国夫 （退任）  執行役 CEO（最高経営責任者）､イ

ンターナル・オーディット部

担当 

NHI 

（退任）  社長 CEO（最高経営責任者）､イ

ンターナル・オーディット部

担当 
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清水 秀紀 （退任）  執行役 投資信託営業本部管掌兼

商品本部長 
 

（退任） （4月1日付でエイト証券（株）

代表取締役社長に就任予定） 
専務 投資信託営業本部管掌兼

商品本部長 
 

 

三浦 公輝 （退任）  執行役 海外クライアント本部管掌兼

インスティテューショナル･ク

ライアント本部長 

 

（退任）  専務 海外クライアント本部管掌兼

インスティテューショナル･ク

ライアント本部長 
 

 

石田 守 （退任） 参事に就任予定（4月1日付で

株式会社ウエルス・スクエア

代表取締役社長に就任予定） 
 

執行役員 投資信託営業企画部（戦略

マーケティングを除く）担当 
 

 

 

5. チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）の人事（2019年4月1日） 
 

氏名 新 旧 
増田 和昭 （退任） CCO 

 

 

6. 社員の異動（2019年4月1日） 
 

氏名 新 旧 
内田 陽祐 企業調査部長 運用部チーフ・ポートフォリオマネー

ジャー 
角間 和男 資産運用先端技術研究部長 投資開発部長兼資産運用先端技術

研究室長 
増田 和昭 商品本部副本部長 CCO 

大竹 一郎 人事部長 人事部シニア・ビジネス・パートナー 
野本 裕一 ノムラ・アセット・マネジメント・USA・イ

ンク社長 
ノムラ・アセット・マネジメント・USA・

インク 

 

 

以 上 
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＜野村グループ 社名略称＞ 

 

略称 社名 

NHI 野村ホールディングス株式会社 

NSC 野村證券株式会社 

NTB 野村信託銀行株式会社 

NCAP 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 

NCI 野村キャピタル・インベストメント株式会社 

NIR 野村インベスター・リレーションズ株式会社 

NFRT 野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社 

NBB 野村バブコックアンドブラウン株式会社 

NRA 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 

NBS 野村ビジネスサービス株式会社 

NFI 野村ファシリティーズ株式会社 

NICMR 株式会社野村資本市場研究所 

NHSA 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社 

NAPA 野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社 

NFPS 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社 

NFP 野村フィナンシャル・パートナーズ株式会社 

NIEP 株式会社野村資産承継研究所 

NVC 株式会社N-Village 

NAPH 野村アジアパシフィック・ホールディングス株式会社 

NLB 野村土地建物株式会社 

 

 

 


