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平成 22 年 3 月 8 日 

日興コーディアル証券株式会社 
 
 

機構改革および役員の異動について 
 
 

日興コーディアル証券株式会社は、本日、機構改革および役員の異動を決定いたしましたのでお知

らせします。 
 
 
1. 機構改革 （平成 22 年 3 月 11 日付） 
 

ビジネスのさらなる拡大に対応するため、ホールセール、リテール、本社の各部門における組織体

制の強化を図る。 
 
・ 法人向けトレーディングビジネスの拡大に向けたエクイティ本部、金融市場本部の構築 
・ リテール基盤の拡大に向けた地域営業本部の再編・細分化 
・ M&A アドバイザリー業務における大手事業法人対応及び西日本地域対応の拡充 
・ 証券化ビジネス等資本市場関連の新規ビジネスへの対応 
・ 債券、クレジット関連リサーチ体制の拡充 

 
 
（1） 管理担当 

採用部（新設） 
リテール・ホールセール両部門での人材採用体制強化を目的に、社員の採用等の業務を人

事部から移管し、新設する。 
 

（2） 商品担当（廃止） 
エクイティ本部と金融市場本部を新設するにあたり、商品担当を廃止する。 
 

（3） エクイティ本部（新設） 
トレーディングビジネスの拡大に伴い、エクイティ営業・トレーディング体制の強化を図るため、エ

クイティ本部を新設し、商品担当下からエクイティ部及び株式アドバイスセンターを、ウェルスマ

ネジメント本部からホールセール営業部を移管する。 
 
セールス・トレーディング部（改組） 

エクイティ部トレーディング課を改組し、内外機関投資家等（ファンド含む）向けダイレクトセー

ルス（ダイレクト・マーケット・アクセス（DMA） / アルゴリズムトレーディング含む）を行うセール
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ス・トレーディング部を新設する。 
 
ホールセール営業部（移管） 

機関投資家等向けリサーチ営業を行う組織に変更する。 
 
総合法人営業部（新設） 

現ホールセール営業部の業務を引き継ぎ、株式に加え債券についても提案・受発注業務を

行う総合法人営業部を新設する。ホールセール営業部から名古屋法人営業課、大阪法人営

業課を移管する。 
 
デリバティブ商品部（新設） 

デリバティブ商品の取扱い及びデリバティブを活用した商品組成機能を強化するため、エク

イティ本部・金融市場本部共管のデリバティブ商品部を新設する。 
 

（4） 金融市場本部（新設） 
トレーディングビジネスの拡大に伴い、債券等金融商品の営業・トレーディング体制の強化を図

るため、金融市場本部を新設し、商品担当下から金融市場部及び金融市場トレーディング部を

移管する。 
 
金融市場マーケティング部（改組） 

株式会社三井住友銀行（以下、SMBC）との紹介・仲介も含めた債券営業支援機能の拡充を

目的に、金融市場部マーケティング課を改組し、金融市場マーケティング部とする。 
 

（5） 情報担当 
金融市場調査部（新設） 

経済動向及び債券投資に係る調査・情報提供等に関する業務を行う。 
 

（6） 資本市場本部 
ストラクチャード・ファイナンス部（新設） 

金銭債権及び不動産の証券化商品等の商品開発、資金調達の提案、引受け及び私募の取

扱い等に関する業務を行う。 
 

（7） 企業情報本部 
第二企業情報部（新設） 

大手事業法人等の M&A アドバイザリー業務を行う。 
 
第三企業情報部（新設） 

大手事業法人等の M&A アドバイザリー業務を行う。 
 
大阪企業情報部（改組） 

第四企業情報部大阪アドバイザリー課を改組し、西日本地域における M&A アドバイザリー

業務を行う。 
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（8） 企画担当 

ビジネス調査室を名称変更し、ビジネス調査部とする。 
 

（9） リテール事業推進担当 
フロントサービスセンター（新設） 

お客様サービスセンターから、受電業務を担当する池袋サービスセンター、名古屋サービス

センター、大阪サービスセンターを移管する。 
 

（10） リテール営業本部 
現状の 5 本部体制から 8 本部体制に再編する。 
 
・ 北海道・東北・北関東本部 
・ 首都圏東本部 
・ 首都圏南本部 
・ 首都圏西本部 
・ 東海・甲信越本部 
・ 近畿・四国・北陸本部 
・ 大阪・神戸本部 
・ 中国・九州本部 
 

（11） ソリューション戦略担当 
企業戦略部を名称変更し、産業調査部とする。 
 

（12） 投資銀行本部 
第八投資銀行部（新設） 

化学、薬品セクターのカバレッジを第三投資銀行部から移管し、新設する。 
 

（13） 近畿法人本部 
第一大阪法人部（改組） 
第二大阪法人部（改組） 

大阪法人部を 2 部体制に改組し、SMBC との連携を含む大阪地区対応を強化する。 
 

 
2. 執行役員の退任（平成 22 年 3 月 11 日付） 

常務執行役員 近藤 秀一  

 
3. 取締役の就任（平成 22 年 3 月 11 日付） 

専務取締役 近藤 秀一 （常務執行役員） 
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4. 執行役員の就任（平成 22 年 3 月 11 日付） 

執行役員 小和野 晃 （池袋支店長） 

執行役員 土門 正寿 （本店長） 

執行役員 二宮 由之 （福岡支店長） 

執行役員 近藤 雄一郎 （経営企画共同部長） 

執行役員 飛彈 健一 （名古屋支店長） 

執行役員 頃末 広義 （経営企画共同部長兼ホールセール事業推進共同部長） 

 
5. 執行役員の昇格（平成 22 年 3 月 11 日付） 

専務執行役員 清水 健一 （常務執行役員） 

専務執行役員 山田 恵司 （常務執行役員） 

専務執行役員 芳川 孝志 （常務執行役員） 

 
6. 役員分担の変更（平成 22 年 3 月 11 日付） 

 
法人金融部門共同統轄委嘱 取締役副社長 高田 裕一郎 （法人金融部門共同統轄兼総

合法人部門共同統轄委嘱） 
 

総合法人部門統轄委嘱 専務取締役 吉川 秀人 （総合法人部門共同統轄委

嘱） 
 

商品業務共同担当兼金融市場共

同本部長兼情報共同担当委嘱 
専務取締役 水野 正明 （商品共同担当兼情報共同担

当委嘱） 
 

首都圏南本部長兼ウェルスマネ

ジメント共同本部長委嘱 
専務取締役 鈴木 則義 （近畿・北陸・信越本部長兼ウ

ェルスマネジメント共同本部長

委嘱） 
 

海外業務共同担当兼企画共同担

当委嘱 
 

専務取締役 小林 博司 （企画共同担当委嘱） 
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海外業務共同担当兼ホールセー

ル事業推進担当委嘱 
 

専務取締役 近藤 秀一 （東海法人本部長） 

証券業務担当兼海外業務共同担

当兼企画共同担当委嘱 
取締役 立原 康司 （証券業務担当兼企画共同担

当委嘱） 
 

大阪・神戸本部長 常務執行役員 軒名 彰 （東日本・首都圏東本部長） 

近畿・四国・北陸本部長 常務執行役員 平松 仁志 （首都圏西・東海本部長） 

投資銀行部門統轄兼ソリューショ

ン戦略共同担当兼投資銀行本部

長兼第一法人金融共同本部長 
 

常務執行役員 福田 祐夫 （ソリューション戦略共同担当

兼投資銀行本部長兼第一法

人金融共同本部長） 

エクイティ本部長兼情報共同担当 常務執行役員 對間 久文 （商品共同担当兼情報共同担

当） 
 

東海・甲信越本部長 執行役員 藤代 尚孝 （東京本部長） 

首都圏東本部長 執行役員 定行 俊雄 （西日本本部長） 

商品業務共同担当兼エクイティ副

本部長 
 

執行役員 豊田 大明 （商品業務共同担当兼商品共

同担当） 

金融市場副本部長 執行役員 松本 範平 （商品副担当） 

金融市場共同本部長 執行役員 山中 文彦 （商品共同担当） 

中国・九州本部長 執行役員 小和野 晃  

首都圏西本部長 執行役員 土門 正寿  

北海道・東北・北関東本部長 執行役員 二宮 由之  

企画副担当 執行役員 近藤 雄一郎  

東海法人本部長 執行役員 飛彈 健一  

企画副担当 執行役員 頃末 広義  
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氏名右側（）内は旧職 
 

以 上 
 
 
 
 
 


