
 

 

 

【NEWS RELEASE】 

 
 

 
2020 年 9 月 9 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 9 月 9 日付） 
 
（1） 証券業務担当 

・ 管理部を廃止し、業務を証券業務企画部に移管 
・ 法人業務部を廃止し、業務を決済業務部及び地域金融・法人ビジネス推進部に移管 

 
（2） 経営企画・お客さま本位推進担当 

・ お客さま本位の業務運営の更なる高度化を目的に、CS 推進部を経営企画部お客さま本位推進

室に統合 
 
（3） 事業戦略担当 

・ 事業戦略担当を新設 
・ 経営企画部ビジネス開発室を事業戦略部に改組 

 
（4） 営業企画担当 

・ 部店企画部を営業企画部に改称 
・ 部店業務推進部を営業支援部に改称 
・ 部店管理部を営業管理部に改称 
・ ダイレクトチャネル事業部をダイレクト戦略部に改称 

 
（5） プライベート・バンキング本部 

・ プライベート・バンキング第四部を新設 
・ プライベート・バンキング企画部を廃止し、業務をプライベート・ウェルス戦略部及び営業企画部に

移管 
・ SMBC ウェルスマネジメント部を廃止し、業務をプライベート・バンキング第一部、プライベート・バ

ンキング第四部及び大阪プライベート・バンキング部に移管 
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（6） 商品マーケティング本部 
・ 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、保険ビジネス部の業務につい

て、商品組成とマーケティング機能に分け、2 部へ統合 
 アセットマネジメント・保険商品部を新設 
 アセットマネジメント・保険マーケティング部を新設 

・ 投資顧問サービスの拡充、情報提供及び運用の高度化等を目的に、投資顧問事業部に CIO 
(Chief Investment Office) 準備室を設置 

 
（7） エクイティ本部 

・ エクイティ・プロダクト・ソリューション部の廃止 
・ ストラクチャード商品部を新設（金融市場本部と共管） 
・ グローバル金融ソリューション部を新設（金融市場本部と共管） 
・ エクイティビジネス開発部をエクイティシステム開発部に改称 

 
（8） 金融市場本部 

・ ストラクチャード・ソリューション部の廃止 
・ ストラクチャード商品部を新設（エクイティ本部と共管） 
・ グローバル金融ソリューション部を新設（エクイティ本部と共管） 
 

（9） グローバル・キャピタル・マーケット本部 
・ ファイナンシャル・ソリューション部を新設 

 
（10） 企業公開・投資銀行本部 

・ 第三企業法人部を廃止し、業務を第二企業法人部に移管  
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2. 役員の異動 （2020 年 9 月 9 日付） 
 

（1） 役員分担の変更 

営業副統括（ダイレクト戦略部を

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（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） 
経営企画・お客さま本位推進担

当兼事業戦略担当 
執行役員 牛島 真丞 （経営企画・お客さま本位

推進担当） 

経営企画・お客さま本位推進副

担当兼事業戦略副担当兼国際

副担当 

執行役員 松本 浩司 （経営企画・お客さま本位

推進副担当兼国際副担

当） 
 
3. 社員の異動 （2020 年 9 月 9 日付） 

 
太田支店長 森口 昭博 （千葉支店営業部 FC 課長） 

札幌支店法人部長 繁澤 憲太郎 （広島支店法人部副部長） 

高崎支店長 岡村 宗久 （大宮支店法人部長） 

浦和支店長 門奈 雄大 （大阪公益法人営業部長） 

大宮支店法人部長 村上 尚 （札幌支店法人部長） 

甲府支店長 桐井 隆行 （札幌支店営業部 FC 課長） 

立川支店長 守永 健二 （麹町支店長） 

八王子支店長 三浦 達也 （名古屋支店 FC 課長） 

錦糸町支店長 岡田 悦子 （福岡支店営業部長） 

麹町支店長 坂本 篤 （人事部採用課長） 

日本橋支店副支店長 櫻井 康弘 （錦糸町支店長） 

本八幡支店長 水越 研吾 （部店業務推進部副部長） 

青葉台支店長 原野 由紀 （五反田支店長） 

鎌倉支店長 美谷 将吉 （池袋支店 FC 課長） 

五反田支店長 加茂田 義幸 （町田支店 FC 課長） 

玉川支店長 鈴木 裕介 （名古屋支店 FC 課長） 
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藤沢支店長 林 尚子 （本八幡支店長） 

町田支店長 久保田 透 （鹿児島支店長） 

岐阜支店営業部長 髙山 卓也 （青葉台支店長） 

静岡支店法人部長兼浜松支店法人

部長 
前田 剛史 （第四事業法人部副部長） 

高岡支店長 長橋 貴彦 （福岡支店営業部ＦＣ課長） 

富山支店長 芝 聡太郎 （甲府支店長） 

沼津支店長 西尾 宏樹 （四日市支店 FC 課長） 

大阪支店長 志村 章一郎 （部店業務推進部長） 

梅田支店長 乾 賀世子 （学園前支店長） 

学園前支店長 羽廣 大樹 （吉祥寺支店 FC 課長） 

岸和田支店長 九鬼 一博 （宮崎支店長） 

京都支店営業部長 具島 健太郎 （立川支店長） 

堺支店長 永井 裕敏 （町田支店長） 

松山支店長 杉浦 純 （大阪支店 FC 課長） 

八尾支店長 藤田 鶴男 （川西支店長） 

芦屋支店長 田代 祐也 （難波支店 FC 課長） 

鹿児島支店長 池田 裕樹 （本店 FC 課長） 

川西支店長 中西 晶子 （部店業務推進部 部店業務課） 

福岡支店営業部長 平塚 貴之 （プライベート・バンキング第一部長） 

福山支店長 小林 晋 （京都支店営業部 FC 課長） 

宮崎支店長 澄田 達也 （沼津支店長） 

米子支店長 馬場 智洋 （人事部第二人事課長） 

コンプライアンス担当補佐 木野 勇人 （国際担当補佐） 

証券業務担当補佐兼証券業務企画

共同部長 
橋本 智幸 （証券業務担当補佐） 

証券業務企画共同部長 山本 博司 （管理部長） 

決済業務共同部長 西 一樹 （決済業務部長） 
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決済業務共同部長 高橋 睦 （証券業務企画部長） 

事業戦略部長 石井 健太 （経営企画部ビジネス開発室長） 

営業企画共同部長 後藤 歩 （部店企画部長） 

営業企画共同部長（特命） 加藤 聡彦 （プライベート・バンキング企画部（特

命部長）） 

営業支援部長 山口 雅弘 （米子支店長） 

営業管理部長 松本 康志 （部店管理部長） 

連携業務部長 梶間 雅子 （保険ビジネス部長） 

ダイレクト戦略部長 丸山 真志 （ダイレクトチャネル事業部長） 

エクイティアドバイザリー部長 藤川 博康 （堺支店長） 

地域金融・法人ビジネス本部長補佐 穂積 和久 （地域金融・法人ビジネス推進部副部

長兼 S&T ビジネスマーケティング課

長） 
地域金融・法人ビジネス推進部長 水野 東洋 （地域金融・法人ビジネス推進部 S&T

ビジネスマーケティング課） 

プライベート・バンキング副本部長 髙橋 克周 （部店企画部（特命部長）） 

プライベート・バンキング副本部長 小田川 正知 （部店企画部（特命部長）） 

プライベート・バンキング第一部長 野村 恭子 （プライベート・バンキング第二部第二

課長） 

プライベート・バンキング第四部長 田代 英訓 （SMBC ウェルスマネジメント部長） 

アセットマネジメント・保険商品部長 五十嵐 純子 （アセットマネジメント商品部長） 

アセットマネジメント・保険マーケティ

ング部長 
田中 要輔 （アセットマネジメント・マーケティング

部長） 

グローバル金融ソリューション部長 髙橋 維 （ストラクチャード・ソリューション部副部

長） 

エクイティシステム開発部長 Jay Beddow 
（ジェイ ベドウ） 

（エクイティビジネス開発部長） 

グローバルマクロ営業部長 出雲 誠一 （グローバルマクロ営業部外国金利営

業課長） 

ストラクチャード商品部長 岡崎 眞一郎 （エクイティ・プロダクト・ソリューション

部長） 

金融市場副本部長 新堂 尚紀 （デット・シンジケート部長） 
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デット・シンジケート部長 小田 徳高 （デット・シンジケート部副部長） 

ファイナンシャル・ソリューション部長 志津 達朗 （ホールセール企画部副部長） 

第一大阪事業法人部長 白川 裕二 （静岡支店法人部長兼浜松支店法人

部長） 

制度商品推進部長 新池 英之 （制度商品業務部長） 

制度商品業務部長 藤井 規正 （制度商品業務部副部長） 

企業公開・投資銀行副本部長 河内 一宏 （企業公開・投資銀行本部長補佐） 

投資銀行副本部長（不動産セクター

担当） 
須藤 秀夫 （投資銀行本部長補佐） 

M&A アドバイザリー副本部長兼 M&A
アドバイザリー第一部長 

木村 信彦 （M&A アドバイザリー第一部長） 

金融・公共法人本部長補佐 安井 克彦 （国際担当補佐） 

大阪公益法人営業部長 森島 和也 （第二公益法人営業部第二課長） 

氏名右側（ ）内は旧職 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


