
 

 

 

【NEWS RELEASE】 

 

 

 

2020年 3月 18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 （2020年 3月 18日付） 

 

（1） 経営企画・お客さま本位推進担当 

・ 経営企画担当を経営企画・お客さま本位推進担当に改称 

 

（2） イノベーション推進担当 

・ イノベーション推進担当を新設 

・ Nikko Open Innovation Labを新設 

 

（3） 営業企画担当 

・ 部店企画担当を営業企画担当に改称 

・ ソリューション戦略本部下のソリューション企画部を営業企画担当下へ移管 

・ ダイレクトサービス・連携業務担当下の連携業務部を営業企画担当下へ移管 

 

（4） ダイレクトサービス担当 

・ ダイレクトサービス・連携業務担当をダイレクトサービス担当に改称 

 

（5） 東日本本部、首都圏本部、東海・北陸・信州本部、近畿・四国本部、西日本本部 

・ 北海道・東北・信越本部、首都圏本部、東海・北陸本部、近畿本部、西日本本部、九州・沖縄本部

を、東日本本部、首都圏本部、東海・北陸・信州本部、近畿・四国本部、西日本本部に改組 

 

（6） ソリューション戦略本部 

・ ソリューション戦略本部を廃止 
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（7） 地域金融・法人ビジネス本部 

ソリューション戦略本部下の部店法人ソリューション推進部を地域金融・法人ビジネス本部へ移管 

 

（8） プライベート・バンキング本部 

・ ソリューション戦略本部下の第一ソリューション企画部をプライベート・バンキング本部へ移管の上、

プライベート・ウェルス戦略部に改組 

 

（9） グローバル・キャピタル・マーケット本部 

・ 資本市場本部をグローバル・キャピタル・マーケット本部に改称 

 

（10） 大阪事業法人本部 

・ 法人本部下の大阪投資銀行部を大阪事業法人本部へ移管 

 

（11） ホールセール企画担当 

・ 投資開発部を新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

2. 役員の異動 （2020年 3月 18日付） 

 

（1） 取締役の退任 

岩木川 雅司 （取締役） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

井上 明 （取締役） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

 

（2） 執行役員の退任 

岩木川 雅司 （副社長執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

三島 裕史 （副社長執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

井上 明 （専務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

高岡 具永 （執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

野田 幸男 （執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

中沢 浩志 （執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

稲岡 秀晃 （執行役員） 

日興アイ・アール㈱ 常務取締役就任予定（4月 1日付） 

須藤 秀樹 （執行役員） 

日興リサーチセンター㈱ 常務取締役就任予定（4月 1日付） 

渡邉 穂波 （執行役員） 

日興企業㈱ 常務取締役就任予定（4月 1日付） 

 

（3） 取締役の就任 

取締役 野津 和博 （常務執行役員） 

取締役 猪瀬 真哉 （執行役員） 
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（4） 執行役員の就任 

執行役員 穴繁 祐二 （理事 新宿支店長） 

執行役員 増田 進 （理事 金融市場副本部長） 

執行役員 山田 宗弘 （第四事業法人部長） 

執行役員 中田 太治 （神戸支店長） 

執行役員 寺内 徳哉 （休職・㈱三井住友銀行出向） 

執行役員 豊泉 直紀 （M&Aアドバイザリー副本部長兼M&Aア

ドバイザリー戦略部長） 

執行役員 Alexandre Avakiants 

（アレクサンドル アヴァキャンツ） 

（エクイティ副本部長兼調査副本部長（株

式調査部担当）） 

 

（5） 役付執行役員の選定 

副社長執行役員 林 太郎 （専務執行役員） 

専務執行役員 Trevor Hill 

（トレボー ヒル） 

（常務執行役員） 

専務執行役員 飛彈 健一 （常務執行役員） 

専務執行役員 野津 和博 （常務執行役員） 

専務執行役員 佐藤 俊弘 （常務執行役員） 

常務執行役員 猪瀬 真哉 （執行役員） 

常務執行役員 野口 一哉 （執行役員） 

常務執行役員 坂本 宣 （執行役員） 

 

（6） 役員分担の変更 

（解）金融・公共・公益法人統括 副社長執行役員 岩木川 雅司 （金融・公共・公益法人統

括） 

（解）商品マーケティング統括兼

グローバル・マーケッツ統括 

副社長執行役員 三島 裕史 （商品マーケティング統括

兼グローバル・マーケッツ

統括） 
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ホールセール統括 副社長執行役員 石井 仁 （事業法人統括兼投資銀

行統括兼M&Aアドバイザ

リー統括） 

金融・公共・公益法人統括 専務執行役員 豊田 大明 （営業統括兼プライベー

ト・バンキング統括） 

（解）管理統括兼リスク管理担当 専務執行役員 井上 明 （管理統括兼リスク管理担

当） 

（解）企画統括兼財務担当 専務執行役員 近藤 雄一郎 （企画統括兼財務担当） 

営業統括 専務執行役員 飛彈 健一 （公益法人本部長） 

企画統括兼財務担当兼イノベー

ション推進担当 

専務執行役員 野津 和博 （経営企画担当兼取締役

会室担当） 

グローバル・マーケッツ統括兼グ

ローバル・マーケッツ企画担当 

専務執行役員 佐藤 俊弘 （グローバル・マーケッツ

副統括兼金融市場本部

長兼調査共同本部長（金

融経済調査部担当）） 

国際副担当兼ロンドン駐在（兼英

国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケ

ット会社取締役会長） 

常務執行役員 矢澤 隆弘 （国際副担当（兼英国ＳＭ

ＢＣ日興キャピタル・マー

ケット会社取締役会長）） 

証券業務担当兼イノベーション

推進副担当 

常務執行役員 会木 隆史 （証券業務統括兼証券業

務担当） 

大阪・京都駐在兼大阪事業法人

本部長 

常務執行役員 木村 朋成 （大阪・京都駐在兼大阪

事業法人本部長兼法人

本部長（大阪投資銀行部

担当）） 

事業法人本部長（第三・第五・第

八・第十事業法人部担当） 

常務執行役員 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）兼コーポレー

ト・ビジネス本部長） 

営業副統括（ダイレクトチャネル

事業部を担当）兼商品マーケティ

ング統括 

常務執行役員 坂本 昌史 （営業副統括兼部店企画

担当兼ソリューション戦略

本部長兼特命担当（営業

部門におけるデジタル化

の企画・推進を担当）） 

ホールセール副統括兼M&Aアド

バイザリー本部長 

常務執行役員 小森 忠明 （M&Aアドバイザリー本部

長） 

グローバル・キャピタル・マーケッ

ト本部長 

常務執行役員 吉良 俊志 （資本市場本部長） 
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ホールセール副統括兼投資銀行

本部長（第四・第七投資銀行部、

産業調査部、投資銀行戦略室担

当） 

常務執行役員 坂本 英樹 （投資銀行本部長（第四・

第五・第七投資銀行部、

産業調査部、投資銀行戦

略室担当）兼法人本部長

（第八投資銀行部、企業

情報部担当）兼M&Aアド

バイザリー副本部長） 

管理統括兼取締役会室担当兼コ

ンプライアンス担当 

常務執行役員 猪瀬 真哉 （金融・公共法人本部長） 

近畿・四国本部長 常務執行役員 野口 一哉 （東海・北陸本部長） 

営業副統括兼プライベート・バン

キング本部長 

常務執行役員 坂本 宣 （プライベート・バンキング

副統括） 

（解）ダイレクトサービス・連携業

務担当兼部店企画副担当兼特

命担当（人生１００年戦略室を担

当） 

執行役員 高岡 具永 （ダイレクトサービス・連携

業務担当兼部店企画副

担当兼特命担当（人生１

００年戦略室を担当）） 

コーポレート・ビジネス本部長兼

ホールセール企画担当 

執行役員 吉岡 秀二 （ホールセール企画担

当） 

（解）コンプライアンス担当 執行役員 野田 幸男 （コンプライアンス担当） 

（解）グローバル・マーケッツ企画

担当 

執行役員 中沢 浩志 （グローバル・マーケッツ

企画担当） 

経営企画・お客さま本位推進担

当 

執行役員 牛島 真丞 （首都圏本部長） 

公益法人本部長 執行役員 城谷 俊一郎 （事業法人本部長（第四・

第六・第九事業法人部担

当）） 

リスク管理担当 執行役員 杉野 輝也 （エクイティ副本部長兼調

査副本部長（株式調査部

担当）） 

法人副本部長兼地域金融・法人

ビジネス副本部長兼営業特命担

当（特定の事業法人に係る IB ビ

ジネスを担当） 

執行役員 神田 進 （北海道・東北・北陸駐在

兼営業特命担当（特定の

事業法人に係る IBビジネ

スを担当）） 

（解）近畿本部長 執行役員 稲岡 秀晃 （近畿本部長） 

東日本本部長 執行役員 福島 和義 （北海道・東北・信越本部

長） 
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事業法人本部長（第一・第二・第

七事業法人部担当）兼投資銀行

本部長（第五投資銀行部、不動

産ファイナンス室担当） 

執行役員 大木 秀次 （事業法人本部長（第一・

第二・第七事業法人部担

当）） 

（解）プライベート・バンキング本

部長 

執行役員 須藤 秀樹 （プライベート・バンキング

本部長） 

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 服部 博則 （金融市場副本部長兼調

査副本部長（金融経済調

査部担当）） 

（解）部店企画副担当 執行役員 渡邉 穂波 （部店企画副担当） 

金融・公共法人本部長 執行役員 椎根 達也 （人事部長） 

東海・北陸・信州本部長 執行役員 平原 美則 （九州・沖縄本部長） 

国際副担当兼ニューヨーク駐在

（兼ＳＭＢＣ日興セキュリティー

ズ・アメリカ会社社長） 

執行役員 三浦 文吾 （国際副担当（兼ＳＭＢＣ

日興セキュリティーズ・ア

メリカ会社社長）） 

プライベート・バンキング副本部

長兼プライベート・バンキング第

三部長 

執行役員 中村 佳代 （プライベート・バンキング

第三部長） 

大阪事業法人副本部長兼地域

金融・法人ビジネス副本部長 

執行役員 堂本 玲二 （神戸・中国・四国・九州

駐在） 

法人本部長兼地域金融・法人ビ

ジネス副本部長兼 M&A アドバイ

ザリー副本部長 

執行役員 本藤 樹一郎 （関東・甲信越駐在兼法

人副本部長） 

首都圏本部長 執行役員 穴繁 祐二  

金融市場副本部長兼調査副本

部長（金融経済調査部担当） 

執行役員 増田 進  

事業法人本部長（第四・第六・第

九事業法人部担当） 

執行役員 山田 宗弘  

営業企画担当兼ダイレクトサービ

ス担当 

執行役員 中田 太治  

㈱三井住友銀行出向 執行役員 寺内 徳哉  

M&A アドバイザリー副本部長兼

M&Aアドバイザリー戦略部長 

執行役員 豊泉 直紀  

エクイティ副本部長兼調査副本

部長（株式調査部担当） 

執行役員 Alexandre Avakiants 

（アレクサンドル アヴァキャンツ） 

 

 



 

 

8 

3. 執行役員の部店長兼務の任免（2020年 3月 18日付） 

 

企画統括兼財務担当兼イノベ

ーション推進担当兼 Nikko 

Open Innovation Lab長 

専務執行役員 野津 和博 （企画統括兼財務担当兼イノベーショ

ン推進担当） 

首都圏西本部長 執行役員 谷崎 健 （首都圏西本部長兼厚木支店長） 

 

4. 社員の異動（2020年 3月 18日付） 

 

旭川支店長 鈴木 敏治 （新潟支店ＦＣ課長） 

仙台支店営業部長 飛田 了介 （大阪プライベート・バンキング部長） 

新潟支店法人部長 濵谷 彰一 （部店法人ソリューション推進部副部長） 

大宮支店営業部長 平川 清樹 （新宿支店ＦＣ課長） 

新宿支店長 宇都宮 公稔 （金沢支店長） 

厚木支店長 竹内 貴浩 （仙台支店営業部長） 

金沢支店長 野崎 和彦 （旭川支店長） 

長野支店長 上野 修之 （名古屋金融法人部長） 

名古屋金融法人部長 濱口 和也 （山口法人部長） 

守口支店長 岸本 一宏 （大宮支店営業部長） 

岡山支店長 宮内 哲二 （福岡支店長） 

北九州支店長 波多野 美彦 （広島支店長） 

神戸支店長 矢澤 慶一 （岡山支店長） 

広島支店長 内海 公博 （長野支店長） 

福岡支店長 加藤 誠司 （北九州支店長） 

山口法人部長 山本 雅章 （守口支店長） 

人事部長 大内 邦裕 （ソリューション企画部） 

財務企画部長 井川 憲一 （財務企画部副部長） 

プライベート・バンキング企画部長 中島 聡士 （プライベート・バンキング企画部副部

長） 

プライベート・ウェルス戦略部長 岐部 雄一郎 （第一ソリューション企画部長） 
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大阪プライベート・バンキング部長 門之園 勝久 （大阪プライベート・バンキング部第一課

長） 

第四事業法人部長 内田 正巳 （第五事業法人部長） 

第五事業法人部長 宮地 良洋 （第五事業法人部副部長） 

投資開発部長 折田 中 （ホールセール企画部副部長） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

5. 役員の異動 （2020年 3月 31日付） 

 

（1） 執行役員の退任 

髙橋 直樹 （常務執行役員） 

 

 

6. 機構改革 （2020年 4月 1日付） 

 

（1） 法人本部 

・ 第九投資銀行部を新設 

 

7. 役員の異動 （2020年 4月 1日付） 

 

（1） 取締役の退任 

久保 哲也 （取締役会長） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

 

（2） 執行役員の退任 

清水 喜彦 （社長執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 取締役会長 

 

（3） 役付取締役の選定 

取締役会長 清水 喜彦 （取締役社長） 

取締役社長 近藤 雄一郎 （取締役） 
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（4） 代表取締役の選定 

代表取締役会長 清水 喜彦 （取締役会長） 

代表取締役社長 近藤 雄一郎 （取締役社長） 

 

（5） 役付執行役員の選定 

社長執行役員 近藤 雄一郎 （専務執行役員） 

 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


