
 

 

 

2015 年 3 月 19 日 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

 

機構改革と役社員の異動について 

 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、機構改革と役社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 （2015 年 3 月 19 日付） 

 

（1） 商品業務担当（廃止） 

・ 商品業務部、金融市場業務部を廃止し、商品業務担当を廃止 

 

（2） 商品統括担当（新設） 

・ 商品統括担当を新設 

・ 商品統括部、商品マーケティング業務部を新設 

 

（3） アセットマネジメント担当（廃止） 

・ アセットマネジメント担当下の組織を商品マーケティング本部下に移管し、アセットマネジメント担当を

廃止 

 

（4） 商品マーケティング本部（新設） 

・ 商品マーケティング本部を新設 

・ アセットマネジメント担当下のアセットマネジメント商品部、アセットマネジメント・マーケティング部、保

険ビジネス部、投資顧問事業部を商品マーケティング本部下に移管 

・ エクイティ本部下のエクイティ・マーケティング部を商品マーケティング本部下に移管 

・ 金融市場本部下の金融市場マーケティング部を商品マーケティング本部下に移管 

・ 調査本部下の投資情報室を商品マーケティング本部下に移管し、投資情報部に改組 

 

（5） エクイティ本部（改組） 

・ セールス・トレーディング部をエグゼキューション・サービス部に改称 

 

（6） 金融市場本部（改組） 

・ クレジット市場部を新設 

 

（7） 資本市場本部（改組） 

・ 資本市場管理部を新設 
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（8） 部店企画担当（改組） 

・ SMBC マーケティング部、大阪 SMBC マーケティング部を廃止 

 

（9） 協働事業本部（新設） 

・ 協働事業本部を新設 

・ 協働事業企画部を新設 

・ 部店企画担当下の SMBC 協働事業推進部、大阪 SMBC 協働事業推進部を協働事業本部下に移

管 

  

（10） 第一～八営業本部（改組） 

・ 第一～八営業本部を北海道・東北・信越本部、首都圏本部、首都圏東本部、首都圏西本部、東海・

北陸本部、近畿本部、西日本本部、九州・沖縄本部に改組 

・ 大宮支店、京都支店、神戸支店、札幌支店、静岡支店、千葉支店、広島支店、福岡支店、横浜支店

に営業部を新設 

 

（11） 事業法人・公益法人営業本部（改組） 

・ 公益・法人営業本部と事業法人営業本部を事業法人・公益法人営業本部に改組 

・ ソリューション営業担当下の公益・法人営業業務部を事業法人・公益法人営業本部に移管し、公益

法人営業業務部に改称 

・ 第一・四公益・法人営業部を第一～三公益法人営業部に改組 

・ 第二公益・法人営業部を名古屋公益法人営業部に改称 

・ 第三公益・法人営業部を大阪公益法人営業部に改称 

 

（12） プライベート・バンキング本部（改称・改組） 

・ ウェルスマネジメント本部をプライベート・バンキング本部に改称 

・ プライベート・バンキング戦略部を新設 

・ プライベート・バンキング部及びウェルスマネジメント室をプライベート・バンキング第一～三部に改

組 

・ プライベート・バンキング部大阪 PB 室を大阪プライベート・バンキング部に改組 

・ ウェルスマネジメント管理部をプライベート・バンキング管理部に改称 

 

（13） 企業公開・投資銀行本部（改称・改組） 

・ 企業公開本部を企業公開・投資銀行本部に改称 

・ 事業法人・投資銀行本部下の第五投資銀行部を企業公開・投資銀行本部下に移管し、第八投資銀

行部に改称 

 

（14） ホールセール企画・管理担当（改組） 

・ 投資銀行管理部をホールセール管理部に改称 

 

（15） 事業法人本部及び投資銀行本部（改組） 

・ 事業法人・投資銀行本部及び第二投資銀行本部を事業法人本部及び投資銀行本部に改組 

・ 第一～四投資銀行部及び第六～十投資銀行部を第一～七投資銀行部に改組 
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2. 役員の異動 （2015 年 3 月 19 日付） 

 

（1） 執行役員の退任 

松井 泰樹 （専務執行役員） 

 

直原 宏茂 （常務執行役員） 

日興企業株式会社 代表取締役社長就任予定 

 （2015 年 4 月 1 日付） 

森田 收 （常務執行役員） 

日興システムソリューションズ株式会社 専務取締役就任予定 

（2015 年 4 月 1 日付） 

知念 等 （常務執行役員） 

日興ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長就任予定 

 （2015 年 4 月 1 日付） 

永末 昌克 （執行役員） 

日興企業株式会社 常務取締役就任予定 

（2015 年 4 月 1 日付） 

入矢 憲明 （執行役員） 

日興グローバルラップ株式会社 常務取締役就任予定 

（2015 年 4 月 1 日付） 

 

（2） 執行役員の就任 

執行役員 森實 義夫 （池袋支店長） 

執行役員 堤 也夫樹 （コンプライアンス統括部長） 

執行役員 前田 耕一 （金融市場本部長補佐） 

執行役員 中沢 浩志 （商品業務担当補佐） 

執行役員 鈴木 章治 （大阪支店長） 

執行役員 猪瀬 真哉 （経営企画部長） 

執行役員 牛島 真丞 （名古屋支店長） 
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（3） 役付執行役員の選定 

常務執行役員 立原 康司 （執行役員） 

常務執行役員 近藤 雄一郎 （執行役員） 

 

（4） 役員分担の変更 

プライベート・バンキング・法人ビ

ジネス統轄兼事業法人・投資銀行

特命担当委嘱 

専務取締役 鈴木 則義 （ウェルス・法人ビジネス統轄

兼事業法人・投資銀行特命担

当委嘱） 

（解）事業法人・投資銀行特命担

当 

専務執行役員 松井 泰樹 （事業法人・投資銀行特命担

当） 

（解）第五営業本部長 常務執行役員 直原 宏茂 （第五営業本部長） 

（解）アセットマネジメント担当 常務執行役員 森田 收 （アセットマネジメント担当） 

（解）監査担当 常務執行役員 知念 等 （監査担当） 

金融市場本部長兼調査共同本部

長（金融経済調査部担当） 

常務執行役員 

 

山中 文彦 （金融市場本部長兼調査共同

本部長（金融経済調査部、投

資情報室担当）） 

商品副統轄兼商品マーケティング

本部長 

常務執行役員 

 

豊田 大明 （商品副統轄兼商品業務担

当） 

近畿本部長 常務執行役員 二宮 由之 （営業副統轄兼ダイレクト・サー

ビスセンター担当） 

部店企画担当兼ソリューション営

業担当兼ダイレクト・サービスセン

ター担当 

常務執行役員 立原 康司 （部店企画担当兼ソリューショ

ン営業担当） 

東海・北陸本部長 執行役員 飛彈 健一 （第六営業本部長） 

北海道・東北・信越本部長 執行役員 小原 公一 （第一営業本部長） 

（解）制度商品推進担当兼事業法

人営業本部長兼企業公開本部長 

執行役員 永末 昌克 （制度商品推進担当兼事業法

人営業本部長兼企業公開本

部長） 
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事業法人本部長（第三・第五・第

八事業法人部担当） 

執行役員 神田 進 （事業法人・投資銀行本部長

（第三・第五・第八事業法人

部、第一・第五投資銀行部担

当）） 

事業法人・公益法人営業本部長 執行役員 塩見 達也 （公益・法人営業本部長） 

制度商品推進担当兼企業公開・

投資銀行本部長 

執行役員 青木 英之 （第四営業本部長） 

西日本本部長 執行役員 大澤 聡 （第七営業本部長） 

投資銀行本部長（第一・第二・第

三・第五投資銀行部担当） 

執行役員 井上 洋 （第二投資銀行本部長） 

（解）第二営業本部長 執行役員 入矢 憲明 （第二営業本部長） 

事業法人本部長（第四・第六事業

法人部担当） 

執行役員 末永 雅春 （事業法人・投資銀行本部長

（第四・第六事業法人部、第

三・第四投資銀行部担当）） 

監査担当 執行役員 古荘 真義 （第三営業本部長） 

協働事業本部長兼金融商品仲介

ビジネス本部長兼部店企画副担

当 

執行役員 高岡 具永 （金融商品仲介ビジネス本部

長兼部店企画副担当） 

事業法人本部長（第一・第二・第

七事業法人部担当） 

執行役員 髙橋 直樹 （事業法人・投資銀行本部長

（第一・第二・第七事業法人

部、第二投資銀行部、産業調

査部担当）） 

プライベート・バンキング本部長 執行役員 坂本 昌史 （ウェルスマネジメント本部長） 

九州・沖縄本部長 執行役員 下坂 泉 （第八営業本部長） 

投資銀行本部長（第四・第六・第

七投資銀行部、産業調査部担当）

兼第四投資銀行部長 

執行役員 坂本 英樹 （第四事業法人部長兼第三投

資銀行部長） 

首都圏西本部長 執行役員 森實 義夫  

コンプライアンス統括部長 執行役員 堤 也夫樹  

金融市場副本部長 執行役員 前田 耕一  
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商品統括担当 執行役員 中沢 浩志  

首都圏本部長 執行役員 鈴木 章治  

経営企画部長 執行役員 猪瀬 真哉  

首都圏東本部長 執行役員 牛島 真丞  

氏名右側（ ）内は旧職 

 

3. 社員の異動 （2015 年 3 月 19 日付） 

 

企業公開・投資銀行本部長補佐 

（役員待遇） 

金子 竜哉 （企業公開本部長補佐（役員待遇）） 

事業法人・公益法人営業本部長補佐

（役員待遇） 

定行 俊雄 （ソリューション営業担当補佐（役員待

遇）） 

理事 静岡支店長 井上 裕詞 （静岡支店長） 

札幌支店長 須藤 信夫 （富山支店長） 

札幌支店営業部長 神山 純一 （水戸支店副支店長） 

札幌支店法人部長 髙橋 和克 （札幌支店副支店長兼法人部長） 

福島支店長 靍丸 直久 （池袋支店副支店長） 

山形支店長 久保 圭司 （札幌支店副支店長） 

赤羽支店長 頓宮 宏基 （西宮支店長） 

池袋支店長 野口 一哉 （本店長） 

大宮支店営業部長 細井 順子 （大宮支店副支店長） 

復職・吉祥寺支店長 名倉 真弓 （休職・株式会社三井住友銀行出向） 

小金井支店長 須藤 吉範 （金融市場マーケティング部副部長兼商

品支援課長） 

所沢支店長 景山 甲太郎 （青葉台支店長） 

柏支店長 菊池 昌隆 （札幌支店長） 

錦糸町支店長 日比野 芳丈 （名古屋支店副支店長） 

千葉支店長 角川 真司 （アセットマネジメント・マーケティング部

長） 
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千葉支店営業部長 江田 啓介 （千葉支店副支店長） 

津田沼支店長 瀧岡 錠仁 （北九州支店長） 

本店長 谷崎 健 （堺支店長） 

本八幡支店長 石原 元泰 （富山支店ＦＣ課長） 

東京金融法人部長 安井 克彦 （金融法人部副部長） 

青葉台支店長 松本 健介 （人事部第一人事課長） 

上大岡支店長 国吉 清夫 （広報部長） 

自由が丘支店長 豊川 一弥 （上大岡支店長） 

玉川支店長 足達 直人 （中野支店ＦＣ課長） 

藤沢支店長 市橋 康仁 （岐阜支店長） 

町田支店長 木浦 健 （横浜支店副支店長） 

横浜支店営業部長 大室 貴一 （部店企画部部店業務課） 

横浜支店法人部長 小宮山 茂樹 （横浜支店副支店長兼法人部長） 

岡崎支店長 西坂 正行 （本店副本店長） 

岐阜支店長 河端 勝之 （錦糸町支店長） 

静岡支店営業部長 高石 優子 （静岡支店副支店長） 

高岡支店長 太田 豊 （柏支店長） 

富山支店長 矢澤 慶一 （高知支店長） 

豊橋支店長 渡邉 豊 （高槻支店長） 

名古屋支店長 稲垣 正人 （難波支店長） 

沼津支店長 浅見 律子 （守口支店長） 

阿倍野支店長 平原 美則 （千葉支店長） 

大阪支店長 穴繁 祐二 （神戸支店副支店長） 

京都支店営業部長 岩代 岳明 （京都支店副支店長） 

京都支店法人部長 大西 正恭 （京都支店副支店長兼法人部長） 
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堺支店長 竹井 清司 （自由が丘支店長） 

高槻支店長 佐々木 隆幸 （高崎支店副支店長） 

奈良支店長 竹内 一順 （枚方支店長） 

難波支店長 吉田 稔 （ＳＭＢＣマーケティング部長） 

枚方支店長 松崎 義史 （ウェルスマネジメント室長） 

御堂筋本町支店長 吉田 定弘 （岡山支店副支店長） 

守口支店長 佐々岡 慎治 （立川支店ＦＣ課長） 

高知支店長 井上 健 （部店企画部副部長） 

神戸支店営業部長 吉藤 清誉 （小金井支店長） 

神戸支店法人部長 和田 義之 （神戸支店副支店長兼法人部長） 

徳島支店長 戸田 博之 （大阪支店副支店長） 

西宮支店長 河村 憲治 （阿倍野支店長） 

広島支店営業部長 白水 志治 （広島支店副支店長） 

広島支店法人部長 登 直也 （広島支店副支店長兼法人部長） 

福山支店長 吉原 努 （第二公益・法人営業部長） 

北九州支店長 松尾 敏三 （福山支店長） 

佐賀支店長 松井 幹雄 （吉祥寺支店長） 

福岡支店営業部長 鈴木 吉幸 （福岡支店副支店長） 

福岡支店法人部長 池内 秀一 （福岡支店副支店長兼法人部長） 

理事 監査部長 川原 裕二 （監査部長） 

理事 第八投資銀行部長兼企業公開・

投資銀行本部長補佐 

戸部 秀利 （第五投資銀行部長） 

理事 第一大阪事業法人部長 尾花 栄一郎 （第一大阪事業法人部長） 

人材育成部長 加藤 誠司 （岡崎支店長） 

秘書室長 倉成 潔 （ウェルスマネジメント管理部長兼部店コ

ンプライアンス部） 
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コンプライアンス担当補佐 柳澤 秀美 （部店コンプライアンス部長） 

部店コンプライアンス部長 藤川 博康 （部店コンプライアンス部副部長） 

売買管理部長 桑村 俊介 （売買管理部副部長） 

決済業務部長 西 一樹 （ストラクチャード商品部長） 

法人業務部長 建壁 德明 （秘書室長） 

コーポレート・サービス部長 生駒 光識 （商品・法人コンプライアンス部副部長兼

コンプライアンス統括部） 

資金部長 柿澤 明子 （フロントサービスセンター長） 

商品統括部長 砂田 和久 （金融市場業務部長） 

商品マーケティング業務部長 櫻井 歩 （商品業務部長） 

アセットマネジメント・マーケティング部

長 

寺師 栄治 （赤羽支店長） 

投資顧問事業部長 佐々木 知信 （アセットマネジメント・マーケティング部

ラップビジネス課長兼業務課長） 

エクイティ・マーケティング部長 大内 邦裕 （本八幡支店長） 

投資情報部長 香川 伸一 （エクイティ・マーケティング部長） 

エグゼキューション・サービス部長 磯永 寛 （セールス・トレーディング部長） 

金融市場部長 相原 貞和 （金融市場部副部長兼国債市場課長） 

クレジット市場部長 服部 博則 （金融市場部長） 

デリバティブ市場部長 永田 有広 （株式会社三井住友銀行） 

ストラクチャード商品部長 松本 伸広 （デリバティブ市場部長） 

資本市場管理部長 青木 良太 （資本市場本部） 

アドバイザリー第三部長 木村 信彦 （アドバイザリー管理部長兼商品・法人コ

ンプライアンス部） 

アドバイザリー第六部長 甲木 秀朋 （アドバイザリー第三部長） 

アドバイザリー管理部長兼商品・法人コ

ンプライアンス部 

米沢 敬博 （アドバイザリー管理部副部長兼商品・

法人コンプライアンス部） 

広報部長 新池 英之 （売買管理部長） 
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ホールセール管理部長兼商品・法人コ

ンプライアンス部 

荻山 智 （投資銀行管理部長兼商品・法人コンプ

ライアンス部） 

フロントサービスセンター長 中島 達也 （沼津支店長） 

協働事業企画部長 武藤 幸博 （部店企画部副部長兼ＳＭＢＣ協働企画

課長） 

ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長 鈴木 正利 （徳島支店長） 

ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長 高木 金吾 （ＳＭＢＣ協働事業推進部長） 

大阪ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長 村田 淳 （大阪ＳＭＢＣ協働事業推進部） 

大阪ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長 東村 賀文 （玉川支店長） 

総合法人本部長補佐 三瓶 匡尚 （資本市場本部長補佐） 

公益法人営業業務部長 梅田 剛 （公益・法人営業業務部長） 

第一公益法人営業部長 大峡 清泰 （第一公益・法人営業部長） 

第二公益法人営業部長 小山 信 （第四公益・法人営業部長） 

第三公益法人営業部長 久保田 誠 （第四公益・法人営業部副部長） 

名古屋公益法人営業部長 木下 純一 （第一公益・法人営業部副部長） 

大阪公益法人営業部長 宮内 哲二 （第三公益・法人営業部長） 

プライベート・バンキング副本部長 山中 健太郎 （ウェルスマネジメント副本部長） 

プライベート・バンキング戦略部長 久保田 透 （プライベート・バンキング部副部長） 

プライベート・バンキング第一部長兼プ

ライベート・バンキング本部長補佐 

須藤 秀樹 （プライベート・バンキング部長） 

プライベート・バンキング第二部長 齋藤 美和 （プライベート・バンキング部第三課長） 

プライベート・バンキング第三部長 渡邊 清一 （ＳＭＢＣバークレイズ共同部長） 

大阪プライベート・バンキング部長 田代 英訓 （プライベート・バンキング部大阪ＰＢ室

長） 

ＳＭＢＣバークレイズ共同部長 信田 顕 （投資顧問事業部長） 

プライベート・バンキング管理部長兼部

店コンプライアンス部 

前田 尚宏 （部店コンプライアンス部副部長兼コン

プライアンス統括部副部長） 

企業公開・投資銀行本部長補佐 泉田 和人 （企業公開本部長補佐） 
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第四事業法人部長 山田 宗弘 （名古屋事業法人部長） 

投資銀行本部長補佐兼人事部 坂本 宣 （第二投資銀行部長） 

投資銀行本部長補佐 藤川 太郎 （第二投資銀行本部長補佐） 

投資銀行本部長補佐 横田 浩生 （事業法人・投資銀行本部長補佐） 

投資銀行本部長補佐 木村 達夫 （第六投資銀行部長兼第一投資銀行部

長） 

第一投資銀行部長 佐藤 直 （第六投資銀行部副部長兼第一投資銀

行部副部長） 

第二投資銀行部長 悴田 正則 （第七投資銀行部長） 

第三投資銀行部長 池 浩太郎 （第八投資銀行部長） 

第五投資銀行部長 須藤 秀夫 （第九投資銀行部長） 

第六投資銀行部長 京極 玲 （第四投資銀行部長兼第八投資銀行

部） 

第七投資銀行部長 伊藤 宏一 （第十投資銀行部長） 

名古屋事業法人部長 赤間 真吾 （名古屋事業法人部副部長） 

金融・公共法人本部長補佐 永山 明彦 （資金部長） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

4. 役員の異動 （2015 年 3 月 31 日付） 

 

（1） 取締役の退任 

相亰 重信 （代表取締役会長） 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 顧問就任 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

5. 役員の異動 （2015 年 4 月 1 日付） 

 

（1） 役付取締役の選定 

代表取締役副社長 岩木川 雅司 （専務取締役） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

以 上 


