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2017年10月27日 
各 位 

マネックスグループ株式会社 
代表取執行役社長 CEO 松本 大 
（コード番号 8698 東証第一部） 

 

役員・従業員の異動および組織の一部改定に関するお知らせ 
 

以下の当社グループ各社の役員・従業員の異動および組織の一部改定を決定しましたので、下記の  

とおりお知らせします。 

 

マネックスグループ株式会社 

マネックス証券株式会社 

 

記 

 

Ⅰ．マネックスグループ株式会社 

 

１．執行役の職務の分掌等の変更 

 「MONEX 第二の創業」に向け、本日付で以下のとおり執行役の職務の分掌等を変更しました。

（「MONEX 第二の創業」については本日公表した 2018 年 3 月期第 2 四半期決算説明資料をご参照

ください。） 
 

・2017 年 10 月 27 日付 
氏名 役職 職務の分掌等 

（新） （旧） 

勝屋 敏彦 執行役 COO 
- 経営管理担当 
- アジア・パシフィックセグ
メント担当 

- 日本セグメント担当 

蓮尾 聡 執行役 CFO 
- 経営管理担当 
- アジア・パシフィックセグ
メント担当 

- リスク管理統括責任者 

共同 CFO 
- 経営管理担当 

立野 公一 執行役 CIO 
- 投資事業担当 

COO 兼共同 CFO 
- 経営全般担当 
- アジア・パシフィックセグ
メント担当 

- カイゼン担当 
田名網 尚 執行役 - 渉外担当 CAO 

- 内部統制担当 
- 渉外担当 
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氏名 役職 職務の分掌等 

（新） （旧） 

清明 祐子 執行役 - 企画担当 
- 日本セグメント担当 
- アセット・マネジメント・  
ビジネス担当 

- 企画担当 
- MV 担当 
- TSC 担当 
- MSV 担当 
- マネックスゼロ担当 

高崎 のぞみ 執行役 CAO 
- 内部統制担当 
- コーポレートセクレタリー 

共同 CAO 
- 内部統制担当 
- コーポレートセクレタリー 

CEO： チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  (Chief Executive Officer) 
COO： チーフ・オペレーティング・オフィサー  (Chief Operating Officer) 
CFO： チーフ・フィナンシャル・オフィサー (Chief Financial Officer) 
CIO： チーフ・インベストメント・オフィサー (Chief Investment Officer) 
CQO： チーフ・クオリティ・オフィサー (Chief Quality Officer) 
CAO： チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー (Chief Administrative Officer) 
MV： マネックスベンチャーズ株式会社 
TSC： トレード・サイエンス株式会社 
MSV： マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社 
 

【ご参考】当社の経営体制 

執行役の職務の分掌等（2017 年 10 月 27 日付の変更後） 

氏名 役職 職務の分掌等 当社グループ内での主な兼任等 

松本 大 代表執行役 
社長 

CEO 
- 全体統括 

マネックス証券株式会社代表取締役 
社長 
TradeStation Group, Inc.取締役会長 

勝屋 敏彦 執行役 COO 
- 経営管理担当 
- アジア・パシフィック
セグメント担当 

マネックス証券株式会社取締役 

蓮尾 聡 執行役 CFO 
- 経営管理担当 
- アジア・パシフィック
セグメント担当 

- リ ス ク 管 理 統 括  
責任者 

マネックス証券株式会社常務執行役員 
マネックスファイナンス株式会社 
代表取締役 

立野 公一 執行役 CIO 
- 投資担当 

TradeStation Group, Inc.取締役 
日本成長投資アライアンス株式会社 
代表取締役社長 

兼子 公範 執行役 - 日本セグメント担当 マネックス証券株式会社代表取締役 
副社長 

大八木 崇史 執行役 CSO 
- 米国セグメント担当 

TradeStation Group, Inc.取締役 CSO 

ジョン・ 
バートルマン 

執行役 - 米国セグメント担当 TradeStation Group, Inc.取締役社長 
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氏名 役職 職務の分掌等 当社グループ内での主な兼任等 

桑島 正治 執行役 CQO 
- 人事担当 
- 品質管理担当 
- 広報・ブランディン
グ担当 

- 情報セキュリティ
担当 

マネックス証券株式会社取締役 

田名網 尚 執行役 渉外担当 マネックス証券株式会社取締役副会長 

清明 祐子 執行役 企画担当 
- 日本セグメント担当 
アセット・マネジメン
ト・ビジネス担当 

マネックス証券株式会社専務執行役員 

マネックスベンチャーズ株式会社 
代表取締役 

マネックス・セゾン・バンガード 
投資顧問株式会社代表取締役 

上田 雅貴 執行役 - マネックスゼロ担当 マネックス証券株式会社常務執行役員 

高崎 のぞみ 執行役 CAO 
- 内部統制担当 
- コーポレートセク
レタリー 

マネックス証券株式会社常務執行役員 

CEO： チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  (Chief Executive Officer) 
COO： チーフ・オペレーティング・オフィサー  (Chief Operating Officer) 
CFO： チーフ・フィナンシャル・オフィサー (Chief Financial Officer) 
CIO： チーフ・インベストメント・オフィサー (Chief Investment Officer) 
CSO： チーフ・ストラテジック・オフィサー (Chief Strategic Officer) 
CQO： チーフ・クオリティ・オフィサー (Chief Quality Officer) 
CAO： チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー (Chief Administrative Officer) 

 

２．組織の一部改定 

2017 年 10 月 27 日付で広報室を新設しました。 
 

３．人事異動 

・2017 年 10 月 27 日付 

（新） （氏名） （旧） 

広報室長 加藤 明子 － 
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Ⅱ．マネックス証券株式会社 

マネックスグループ株式会社における執行役の職務の分掌等の変更を受け、本日付で以下のとおり

役員・従業員の異動を行いました。 

 

１．代表取締役および執行役員の異動 

・2017 年 10 月 27 日付 

（新） （氏名） （旧） 

代表取締役社長 松本 大 取締役会長 

取締役 勝屋 敏彦 代表取締役社長 

専務執行役員 清明 祐子 常務執行役員 

常務執行役員 蓮尾 聡 執行役員 

（退任） 立野 公一 専務執行役員 

 

２．人事異動 

・2017 年 10 月 27 日付 

（新） （氏名） （旧） 

取締役副会長 
カスタマーサービス本部長 

田名網 尚 取締役副会長 

取締役常務執行役員 山中 卓也 
取締役常務執行役員 
カスタマーサービス本部長 

 
 

以 上 
 

（報道関係者のお問い合わせ先） 

マネックスグループ株式会社 広報室 加藤・松﨑・小池 電話 03-4323-8698 

（株主・投資家のお問い合わせ先） 
マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 出本・仲野 電話 03-4323-8698 

 


