
 

 

 

2017 年 3 月 16 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 （2017 年 3 月 16 日付） 

 

（1） 証券業務担当 

・ 事務統括部を証券業務企画部に改称 

 

（2） 財務担当 

・ 経理部を財務企画部に改称 

 

（3） エクイティ本部 

・ エクイティ・ソリューション部をエクイティ・プロダクト・ソリューション部に改称 

 

（4） 金融市場本部 

・ 第一・二金融市場トレーディング部を第一・二金融市場営業部に改称 

 

（5） 部店企画担当 

・ 部店業務推進部を新設 

 

（6） ソリューション企画担当 

・ ソリューション営業担当をソリューション企画担当に改称 

 

（7） ダイレクト・サービスセンター担当 

・ 株式アドバイスセンターをエクイティアドバイザリー部に改称 

 

（8） 首都圏東本部 

・ 首都圏営業部を首都圏営業室（課組織）に改組 

 

（9） 地域金融・法人ビジネス本部 

・ 総合法人本部を地域金融・法人ビジネス本部に改称 

・ ソリューション企画担当下の法人ビジネス開発部を地域金融・法人ビジネス推進部へ改称の上、地

域金融・法人ビジネス本部下へ移管 
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（10） 部店法人ビジネス本部 

・ 部店法人ビジネス本部を新設 

・ 地域金融・法人ビジネス本部下の総合法人部 IB ビジネスマーケティング課を部店法人ソリューシ

ョン推進部に改組の上、部店法人ビジネス本部下へ移管 

 

（11） 公益法人本部 

・ 事業法人・公益法人営業本部を公益法人本部に改称 

 

（12） プライベート・バンキング本部 

・ プライベート・バンキング第三部名古屋 PB 室を名古屋プライベート・バンキング部に改組 

 

（13） 制度商品推進担当 

・ 制度商品推進担当を廃止 

 

（14） 法人本部 

・ 法人本部を新設 

・ 投資銀行本部下の第八投資銀行部を第一法人部・第二法人部に改組の上、法人本部下へ移管 

・ 事業法人本部下の第一～三事業法人部の一部業務を第一法人部に、第四～七事業法人部の

一部業務を第二法人部に移管 

・ 投資銀行本部下の大阪投資銀行部を大阪法人部に改称の上、法人本部下へ移管 

 

（15） コーポレート・ビジネス本部 

・ コーポレート・ビジネス本部を新設 

・ 制度商品推進担当下の制度商品推進部をコーポレート・ビジネス本部下へ移管 

・ 証券業務担当下のコーポレート・サービス部を制度商品業務部に改称の上、コーポレート・ビジネ

ス本部下に移管 

・ 公益法人本部下の事業法人営業部をコーポレート・ビジネス本部下に移管 
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2. 役員の異動 （2017 年 3 月 16 日付） 

 

（1） 取締役の退任 

三島 裕史 （専務取締役） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 専務執行役員就任 

岩見 博之 （専務取締役） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

豊田 大明 （常務取締役） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 常務執行役員就任 

 

（2） 執行役員の退任 

山中 文彦 （常務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

立原 康司 （常務執行役員） 

日興アイ・アール㈱ 代表取締役社長就任予定（2017 年 4 月 1 日付） 

塩見 達也 （執行役員） 

日興ビジネスシステムズ㈱ 常務取締役就任予定（2017 年 4 月 1 日付） 

 

（3） 執行役員の就任 

執行役員 三島 裕史 （専務取締役） 

執行役員 豊田 大明 （常務取締役） 

執行役員 神田 進 （事業法人本部長補佐（役員待遇）） 

執行役員 井手 俊太 （金融市場本部） 

執行役員 野口 一哉 （池袋支店長） 

執行役員 稲岡 秀晃 （横浜支店長） 

執行役員 坂本 宣 （経営企画部長） 
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（4） 役付執行役員の選定 

副社長執行役員 鈴木 則義 （専務執行役員） 

専務執行役員 三島 裕史 （執行役員） 

常務執行役員 豊田 大明 （執行役員） 

常務執行役員 会木 隆史 （執行役員） 

常務執行役員 髙橋 直樹 （執行役員） 

 

（5） 役員分担の変更 

企画統轄兼国際統轄委嘱 取締役副社長 岩木川 雅司 （企画統轄委嘱） 

大阪駐在兼事業法人・投資銀行

統轄 

副社長執行役員 廣田 耕平 （大阪駐在） 

国内営業管掌 副社長執行役員 鈴木 則義 （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） 

（解）事業法人・投資銀行統轄委

嘱 

専務取締役 岩見 博之 （事業法人・投資銀行統轄委

嘱） 

管理統轄兼証券業務統轄兼リスク

管理担当委嘱 

常務取締役 井上 明 （管理統轄兼リスク管理担当

兼財務担当委嘱） 

（解）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（金融経済調査部担

当）） 

（解）近畿本部長 常務執行役員 立原 康司 （近畿本部長） 

公益法人本部長 常務執行役員 飛彈 健一 （東海・北陸本部長） 

事業法人・投資銀行副統轄兼事

業法人本部長（第一・第二・第七

事業法人部担当） 

常務執行役員 髙橋 直樹 （事業法人本部長（第一・第

二・第七事業法人部担当）） 

大阪事業法人本部長兼法人本部

長（大阪法人部担当） 

執行役員 木村 朋成 （大阪事業法人本部長） 

（解）事業法人・公益法人営業本

部長 

執行役員 塩見 達也 （事業法人・公益法人営業本

部長） 

企業公開・投資銀行本部長 執行役員 青木 英之 （制度商品推進担当兼企業公

開・投資銀行本部長） 
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営業副統轄兼地域金融・法人ビジ

ネス本部長 

執行役員 大澤 聡 （営業副統轄兼総合法人本部

長） 

事業法人本部長（第三・第五・第

八・第十事業法人部担当）兼コー

ポレート・ビジネス本部長 

執行役員 末永 雅春 （事業法人本部長（第三・第

五・第八・第十事業法人部担

当）） 

部店企画担当兼ソリューション企

画担当兼ダイレクト・サービスセン

ター担当 

執行役員 坂本 昌史 （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） 

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）

兼法人本部長（第一・第二法人部

担当） 

執行役員 坂本 英樹 （投資銀行本部長（第四・第

六・第七・第八投資銀行部、

大阪投資銀行部、産業調査

部担当）） 

財務担当 執行役員 堤 也夫樹 （コンプライアンス統括部長） 

部店法人ビジネス本部長兼営業

特命担当 

執行役員 神田 進  

金融市場本部長兼調査共同本部

長（金融経済調査部担当） 

執行役員 井手 俊太  

東海・北陸本部長 執行役員 野口 一哉  

近畿本部長 執行役員 稲岡 秀晃  

経営企画部長 執行役員 坂本 宣  

氏名右側（ ）内は旧職 

 

3. 執行役員の部長兼務の任免（2017 年 3 月 16 日付） 

 

西日本本部長 執行役員 上田 仁志 （西日本本部長兼神戸支店長） 

首都圏本部長 執行役員 鈴木 章治 （首都圏本部長兼大泉支店長） 

氏名右側（ ）内は旧職 
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4. 社員の異動（2017 年 3 月 16 日付） 

 

地域金融・法人ビジネス本部長補佐

（役員待遇） 

定行 俊雄 （事業法人・公益法人営業本部長補佐

（役員待遇）） 

青森支店長 内海 太一 （京都支店営業部ＦＣ課長） 

長野支店長 久保田 誠 （第三公益法人営業部長） 

松本支店長 田代 英訓 （大阪プライベート・バンキング部長） 

池袋支店長 東滝 卓也 （名古屋駅前支店長） 

浦和支店長 上田 和弘 （監査部（営業部店長マネジメント研修））

大泉支店長 大熊 隆之 （人事部採用課長） 

吉祥寺支店長 髙橋 大 （川崎支店長） 

小金井支店長 田中 信行 （仙台支店営業部ＦＣ課長） 

浜田山支店長 齋藤 竜彦 （北千住支店ＦＣ課長） 

津田沼支店長 柿澤 明子 （資金部長） 

本八幡支店長 林 尚子 （下北沢支店長） 

八重洲支店長 河村 憲治 （ソリューション企画部） 

赤坂支店長 田中 要輔 （監査部（営業部店長マネジメント研修））

川崎支店長 石原 元泰 （本八幡支店長） 

下北沢支店長 金光 信也 （横浜支店営業部ＦＣ課長） 

横浜支店長 岸 宏樹 （広島支店長） 

横浜支店営業部長 鈴木 吉幸 （福岡支店営業部長） 

岐阜支店長 水野 東洋 （熊本支店長） 

静岡支店営業部長 武田 弘樹 （経営企画部副部長） 

名古屋駅前支店長 寺師 栄治 （アセットマネジメント・マーケティング部

長） 

沼津支店長 澄田 達也 （難波支店ＦＣ課長） 

堺支店長 藤川 博康 （部店コンプライアンス部長） 
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高槻支店長 東村 賀文 （大阪ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長兼

協働支援第一課長） 

守口支店長 山本 雅章 （監査部（営業部店長マネジメント研修））

和歌山支店長 大室 貴一 （横浜支店営業部長） 

神戸支店長 中田 太治 （部店企画部長） 

徳島支店長 溝尾 剛 （広島支店営業部ＦＣ課長） 

姫路支店長 冨田 正雄 （八重洲支店長） 

広島支店長 波多野 美彦 （青森支店長） 

鹿児島支店長 久保田 透 （プライベート・バンキング戦略部長） 

北九州支店長 加藤 誠司 （人材育成部長） 

熊本支店長 斉藤 淳 （第五事業法人部副部長） 

佐賀支店長 鏡 健治 （北九州支店ＦＣ課長） 

福岡支店営業部長 岡田 悦子 （ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長） 

監査部長 永山 明彦 （金融・公共法人本部長補佐） 

人材育成部長 大内 邦裕 （エクイティ・マーケティング部長） 

秘書室長 瀧岡 錠仁 （津田沼支店長） 

コンプライアンス統括部長 桑村 俊介 （売買管理部長） 

部店コンプライアンス部長 須藤 吉範 （小金井支店長） 

商品・法人コンプライアンス部長 廣渡 雅顕 （コーポレート・サービス部長） 

売買管理部長 藤田 淳 （コンプライアンス統括部副部長兼総合

管理課長） 

リスク管理担当補佐 辰野 温 （リスク管理部長） 

リスク管理部長 堀 俊之 （リスク管理部副部長） 

証券業務企画部長 高橋 睦 （事務統括部長） 

法人業務部長 山本 卓 （商品・法人コンプライアンス部長） 

商品マーケティング本部長補佐 西岡 誠 （アセットマネジメント商品部長） 

アセットマネジメント商品部長 五十嵐 純子 （投資顧問事業部副部長） 
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アセットマネジメント・マーケティング部

長兼ホールセール・マーケティング課

長 

佐々木 隆幸 （高槻支店長） 

エクイティ・マーケティング部長 現王園 敏伸 （姫路支店長） 

エクイティ・プロダクト・ソリューション部

長 

岡崎 眞一郎 （エクイティ部副部長） 

第一金融市場営業部長 山口 耕一 （第一金融市場トレーディング部長） 

第二金融市場営業部長 後藤 広幸 （第二金融市場トレーディング部長） 

財務企画部長 山本 慎也 （経理部長） 

資金部長 武田 覚 （資金部副部長） 

広報部長 芝田 浩一 （広報部広報課長） 

部店企画部長 後藤 歩 （松本支店長） 

部店業務推進部長 河端 勝之 （岐阜支店長） 

ソリューション企画部長 戸田 博之 （徳島支店長） 

フロントサービスセンター長 竹井 清司 （堺支店長） 

エクイティアドバイザリー部長 佐藤 博文 （ソリューション企画部長） 

ＳＭＢＣ協働事業推進部長 松岡 宏 （ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長） 

大阪ＳＭＢＣ協働事業推進部長 平野 武比古 （大阪ＳＭＢＣ協働事業推進共同部長） 

地域金融・法人ビジネス本部長補佐 鬼木 勝己 （総合法人本部長補佐） 

地域金融・法人ビジネス本部長補佐 浦野 幸一 （総合法人本部長補佐） 

地域金融・法人ビジネス推進部長 若松 信弘 （法人ビジネス開発部長） 

部店法人ソリューション推進部長 阿部 佳子 （部店企画部副部長） 

プライベート・バンキング副本部長 須藤 秀樹 （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） 

プライベート・バンキング本部長補佐 信田 顕 （ＳＭＢＣバークレイズ共同部長） 

プライベート・バンキング本部長補佐 渡邊 清一 （プライベート・バンキング第三部長） 

プライベート・バンキング戦略部長 真下 範行 （プライベート・バンキング戦略部副部

長） 
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プライベート・バンキング第一部長 岐部 雄一郎 （プライベート・バンキング第一部第二課

長） 

プライベート・バンキング第三部長 中村 佳代 （浦和支店長） 

名古屋プライベート・バンキング部長 佐藤 雅夫 （プライベート・バンキング第三部名古屋

ＰＢ室長） 

大阪プライベート・バンキング部長 飛田 了介 （プライベート・バンキング第三部京都Ｐ

Ｂ室長） 

ＳＭＢＣバークレイズ部長 長井 一展 （職域営業部長） 

職域営業部長 伊吹 圭司 （第三事業法人部副部長） 

公益法人営業業務部長 檜作 佳樹 （金融市場マーケティング部副部長） 

第三公益法人営業部長 和田 祥美 （第一公益法人営業部副部長） 

第二事業法人部長 黒山 宗徳 （第四事業法人部副部長） 

理事 法人副本部長 戸部 秀利 （理事 第八投資銀行部長兼企業公開・

投資銀行本部長補佐） 

第一法人共同部長 飯沼 一哉 （第二事業法人部長） 

第二法人共同部長 妹尾 忠俊 （第二大阪事業法人部長） 

第一法人共同部長兼第二法人共同部

長 

山野 義明 （第八投資銀行部副部長） 

 

大阪法人部長 甲木 秀朋 （大阪投資銀行部長） 

第二大阪事業法人部長 福田 広一 （第一大阪事業法人部副部長） 

コーポレート・ビジネス本部長補佐 鈴木 啓太 （事業法人・公益法人営業本部長補佐） 

制度商品業務部長 新池 英之 （広報部長） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

5. 機構改革 （2017 年 4 月 3 日付） 

 

（1） 金融商品仲介ビジネス本部 

・ 仲介ビジネス部の一部業務を協働事業本部下の協働事業企画部へ移管 

・ 金融商品仲介ビジネス本部及び仲介ビジネス部を廃止 

 

（2） プライベート・バンキング本部 

・ SMBC バークレイズ部を SMBC ウェルスマネジメント部に改称  
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6. 役員の異動 （2017 年 4 月 3 日付） 

 

（1） 役員分担の変更 

協働事業本部長兼部店企画副担

当 

執行役員 高岡 具永 （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） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

7. 社員の異動（2017 年 4 月 3 日付） 

 

協働事業本部長補佐 一木 秀夫 （仲介ビジネス部長） 

ＳＭＢＣウェルスマネジメント部長 長井 一展 （ＳＭＢＣバークレイズ部長） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


