
【NEWS RELEASE】 

2022年 3月 17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 （2022年 3月 17日付）

（1） デジタルイノベーション担当

・ IT イノベーション推進室をデジタル戦略部に改組

（2） グローバル企画担当

・ 国際担当をグローバル企画担当に改称

・ 国際企画部、国際業務部をグローバル企画部に改組

（3） 営業企画担当

・ ソリューション企画部をソリューション・アドバイザリー部に改称

・ ダイレクトマーケティング担当下のエクイティアドバイザリー部を営業企画担当下に移管の上、ポー

トフォリオ・アドバイザリー部に改組

（4） 連携ビジネス担当

・ 連携ビジネス担当を新設

・ 営業企画担当下の連携業務部を連携ビジネス担当下に移管の上、連携事業部に改組

（5） ダイレクトマーケティング担当

・ ダイレクト戦略部をデジタルマーケティング部に改称

（6） プライベートウェルス本部

・ 名古屋プライベート・バンキング部を名古屋支店プライベート・バンキング部に改称（東海・首都圏

西本部と共管）

・ 大阪プライベート・バンキング部を大阪支店プライベート・バンキング部に改称（近畿本部と共管）
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（7） 商品マーケティング本部 

・ アセットマネジメント・保険商品部をアセットマネジメント商品部に改称 

 

（8） 企業公開本部 

・ 第三公開引受部を新設 

 

（9） 投資銀行ソリューション本部 

・ 投資銀行ソリューション本部を新設 

・ グローバル・インベストメント・バンキング統括直下の投資銀行戦略部を投資銀行ソリューション本

部に移管 

・ グローバル・キャピタル・マーケット本部下のファイナンシャル・ソリューション部を投資銀行ソリュー

ション本部に移管 

 

 

2. 役員の異動 （2022年 3月 17日付） 

 

（1） 執行役員の退任 

南 均 （専務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

大澤 聡 （専務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

新留 敏広 （常務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

吉良 俊志 （常務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

日興リサーチセンター㈱ 取締役社長就任予定（4月 1日付） 

野口 一哉 （常務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

日興ビジネスシステムズ㈱取締役社長就任予定（4月 1日付） 

坂本 宣 （常務執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

城谷 俊一郎 （執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

日興企業㈱ 取締役社長就任予定（4月 1日付） 

福島 和義 （執行役員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

日興企業㈱ 常務取締役就任予定（4月 1日付） 
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（2） 執行役員の就任 

執行役員 梅谷 俊彦 （顧問） 

執行役員 山本 哲 （リスク管理担当補佐） 

執行役員 五十嵐 純子 （休職・㈱三井住友銀行出向） 

執行役員 宇都宮 公稔 （新宿支店長） 

執行役員 坪井 均 （ファイナンシャル・スポンサー・グループ

ヘッド） 

執行役員 畑 和徳 （休職・㈱三井住友銀行出向） 

執行役員 堀内 俊宏 （経営企画部長） 

執行役員 志村 章一郎 （大阪支店長） 

 

（3） 役付執行役員の選定 

副社長執行役員 坂本 英樹 （専務執行役員） 

副社長執行役員 梅谷 俊彦 （執行役員） 

専務執行役員 矢澤 隆弘 （常務執行役員） 

常務執行役員 井上 洋 （執行役員） 

常務執行役員 椎根 達也 （執行役員） 

常務執行役員 西岡 誠 （執行役員） 

常務執行役員 三浦 文吾 （執行役員） 

常務執行役員 中村 佳代 （執行役員） 

 

（4） 役員分担の変更 

グローバル・マーケッツ統括 副社長執行役員 佐藤 俊弘 （グローバル・マーケッツ

統括兼エクイティ本部長

兼調査共同本部長（株式

調査部担当）） 

特命担当（北米事業全般の統

括）兼グローバル・インベストメン

ト・バンキング管掌 

副社長執行役員 梅谷 俊彦  
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特命担当（内部管理態勢強化Ｐ

Ｔ担当）兼企画管掌 

専務執行役員 野津 和博 （企画統括） 

営業副統括兼プライベートウェル

ス本部長 

専務執行役員 坂本 昌史 （商品マーケティング統

括） 

（解）国際統括兼国際担当 専務執行役員 南 均 （国際統括兼国際担当） 

（解）金融・公共・公益法人統括

兼営業副統括（S&T ビジネス及

び特定の地銀等に係る IBビジネ

スを担当） 

専務執行役員 大澤 聡 （金融・公共・公益法人統

括兼営業副統括（S&T ビ

ジネス及び特定の地銀等

に係る IB ビジネスを担

当）） 

グローバル・インベストメント・バン

キング副統括兼グローバル・キャ

ピタル・マーケット本部長兼投資

銀行ソリューション本部長 

専務執行役員 鈴木 達也 （グローバル・インベストメ

ント・バンキング副統括兼

グローバル・キャピタル・

マーケット本部長） 

グローバル企画統括兼グローバ

ル企画担当兼グローバル企画部

長 

専務執行役員 矢澤 隆弘 （国際副担当） 

（解）人事・育成担当 常務執行役員 新留 敏広 （人事・育成担当） 

（解）財務担当 常務執行役員 吉良 俊志 （財務担当） 

（解）近畿本部長 常務執行役員 野口 一哉 （近畿本部長） 

（解）営業副統括兼プライベート

ウェルス本部長 

常務執行役員 坂本 宣 （営業副統括兼プライベ

ートウェルス本部長） 

（㈱三井住友銀行出向）兼グロー

バル企画副担当 

常務執行役員 吉岡 秀二 （ （㈱三井住友銀行出

向）） 

企画統括兼財務担当 常務執行役員 牛島 真丞 （経営企画・お客さま本位

推進担当兼デジタルイノ

ベーション担当兼サステ

ナビリティ担当兼事業戦

略副担当） 

人事統括兼人事・育成担当 常務執行役員 稲葉 清一 （人事統括） 

金融・公共・公益法人統括兼金

融・公共法人本部長 

常務執行役員 椎根 達也 （金融・公共法人本部長） 

商品マーケティング統括兼商品

マーケティング本部長 

常務執行役員 西岡 誠 （商品マーケティング本部

長） 
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グローバル企画副担当兼ニュー

ヨーク駐在（兼ＳＭＢＣ日興セキュ

リティーズ・アメリカ会社（会長兼

社長））兼特命担当補佐（北米事

業全般の統括担当の補佐） 

常務執行役員 三浦 文吾 （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（会長兼社長）） 

公益法人本部長 常務執行役員 中村 佳代 （プライベートウェルス副

本部長） 

（解）公益法人本部長 執行役員 城谷 俊一郎 （公益法人本部長） 

リスク管理共同担当 執行役員 杉野 輝也 （リスク管理担当） 

（解）東海・首都圏西本部長 執行役員 福島 和義 （東海・首都圏西本部長） 

コーポレート・ビジネス本部長兼

特命担当（ウェルス・アドバイザリ

ー部の担当） 

執行役員 和田 圭治 （コーポレート・ビジネス本

部長） 

グローバル企画副担当 執行役員 服部 博則 （国際副担当） 

営業企画担当兼連携ビジネス担

当 

執行役員 中田 太治 （営業企画担当） 

コーポレート・ファイナンス本部長

（インダストリアルズ・グループ担

当） 

執行役員 寺内 徳哉 （コーポレート・ファイナン

ス本部長（インダストリア

ルズ・グループ、ファイナ

ンシャル・スポンサー・グ

ループ担当）） 

事業戦略副担当兼グローバル企

画副担当兼特命担当補佐（北米

事業全般の統括担当の補佐） 

執行役員 松本 浩司 （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） 

グローバル・キャピタル・マーケッ

ト副本部長兼投資銀行ソリューシ

ョン副本部長 

執行役員 髙松 文雄 （グローバル・キャピタル・

マーケット副本部長） 

 

企業公開共同本部長 執行役員 佐藤 友治 （企業公開本部長） 

システム担当兼デジタルイノベー

ション担当兼システム企画部長 

執行役員 吉岡 伸輔 （システム担当兼デジタル

イノベーション副担当兼

システム企画部長） 

グローバル企画副担当兼香港駐

在（兼ＳＭＢＣ日興セキュリティー

ズ（香港）社長） 

執行役員 佐藤 弘美 （国際副担当兼香港駐在

（兼ＳＭＢＣ日興セキュリ

ティーズ（香港）社長）） 

リスク管理共同担当 執行役員 山本 哲  

（㈱三井住友銀行出向） 執行役員 五十嵐 純子  
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近畿本部長 執行役員 宇都宮 公稔  

コーポレート・ファイナンス本部長

（ファイナンシャル・スポンサー・

グループ担当）兼企業公開共同

本部長 

執行役員 坪井 均  

（㈱三井住友銀行出向） 執行役員 畑 和徳  

経営企画・お客さま本位推進担

当兼サステナビリティ担当兼デジ

タルイノベーション副担当 

執行役員 堀内 俊宏  

東海・首都圏西本部長 執行役員 志村 章一郎  

 

3. 執行役員の部店長兼務の任免（2022年 3月 17日付） 

 

兼グローバル企画部長 専務執行役員 矢澤 隆弘 （グローバル企画統括兼グローバル企

画担当） 

兼水戸支店長 執行役員 穴繁 祐二 （首都圏本部長） 

兼佐賀支店長 執行役員 川上 肇 （九州・首都圏東本部長） 

 

4. 社員の異動（2022年 3月 17日付） 

 

地域金融・法人ビジネス本部（役員待

遇） 

永松 英登 （地域金融・法人ビジネス本部長補佐

（役員待遇）） 

理事 監査副担当 山本 慎也 （監査部長） 

理事 コンプライアンス統括部長 湯浅 広高 （コンプライアンス統括部長） 

理事 人事部長 須藤 吉範 （人事部長） 

理事 休職・ＳＭＢＣ日興セキュリティ

ーズ（シンガポール）出向（取締役社

長） 

尾塩 俊彦 （休職・ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（シ

ンガポール）出向（取締役社長）） 

理事 休職・ＳＭＢＣ日興セキュリティ

ーズ・アメリカ会社出向（副社長） 

野中 雅仁 （休職・ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・ア

メリカ会社出向（副社長）） 

理事 ロンドン駐在兼休職・英国ＳＭ

ＢＣ日興キャピタル・マーケット会社出

向（共同社長） 

石井 行雄 （休職・英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マ

ーケット会社出向（共同社長）） 

理事 休職・欧州ＳＭＢＣ日興キャピタ

ル・マーケット会社出向（取締役社長） 

大久保 尚樹 （休職・欧州ＳＭＢＣ日興キャピタル・マ

ーケット会社出向（取締役社長）） 
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理事 プライベートウェルス副本部長 岐部 雄一郎 （プライベート・ウェルス戦略部長） 

理事 グローバル・テクノロジー部長 品原 拓也 （グローバル・テクノロジー部長） 

理事 金融市場副本部長兼調査副本

部長（金融経済調査部担当）兼デリバ

ティブ市場部長 

新堂 尚紀 （理事 金融市場副本部長兼調査副本

部長（金融経済調査部担当）） 

理事 コーポレート・ビジネス副本部

長 

廣渡 雅顕 （ホールセール企画部長） 

 

青森支店長 鈴木 裕介 （玉川支店長） 

旭川支店長 谷本 広樹 （渋谷支店ＦＣ課長） 

吉祥寺支店長 大角 敏子 （神戸支店営業部長） 

札幌支店営業部長 野崎 和彦 （金沢支店長） 

新宿支店長 大室 貴一 （あべのハルカス支店長） 

新百合ヶ丘支店長 江田 啓介 （青森支店長） 

仙台支店長 中村 出 （不動産・インフラストラクチャー・グルー

プ コーポレートカバレッジヘッド） 

仙台支店営業部長 加古川 穣 （営業支援部営業支援課長） 

玉川支店長 山村 俊行 （溝ノ口支店長） 

長野支店長 小林 正貴 （高崎支店法人課長） 

盛岡支店長 関山 岳大 （帯広支店長） 

上野支店長 上田 泰孝 （和歌山支店長） 

浦和支店長 杉山 聡 （千葉支店営業部長） 

柏支店長 小林 さおり （自由が丘支店長） 

五反田支店長 田中 達也 （経営企画部お客さま本位推進室長） 

千葉支店営業部長 伊勢 靖司 （盛岡支店長） 

津田沼支店長 鈴木 吉幸 （徳島支店長） 

日本橋支店副支店長 石田 一実 （松戸支店長） 

松戸支店長 梶間 雅子 （連携業務部長） 

東京金融法人部長 水野 東洋 （地域金融・法人ビジネス推進部長） 

青葉台支店長 槍田 祥一郎 （明石支店長） 
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鎌倉支店長 古賀 千恵 （北千住支店ＣＦＡ課長兼ＣＳＡ課長） 

蒲田支店長 大野 純子 （営業支援部副部長） 

名古屋支店副支店長 奥野 浩行 （京都支店営業部ＦＣ課長） 

名古屋支店プライベート・バンキング

部長 

佐藤 雅夫 （名古屋プライベート・バンキング部長） 

藤沢支店長 鈴木 敏治 （旭川支店長） 

横浜支店法人部長 森﨑 健志 （第一大阪事業法人部副部長） 

四日市支店長 斉藤 浩平 （金融市場営業部長） 

あべのハルカス支店長 井上 健 （四日市支店長） 

大阪支店長 竹内 一順 （仙台支店長） 

大阪支店プライベート・バンキング部

長 

門之園 勝久 （大阪プライベート・バンキング部長） 

京都支店法人部長 八代醍 進 （京都支店法人部副部長） 

奈良支店長 伊吹 圭司 （京都支店法人部長） 

難波支店長 飛田 了介 （仙台支店営業部長） 

枚方支店長 東村 賀文 （難波支店長） 

和歌山支店長 片桐 刻 （人材育成部副部長） 

伊丹支店長 吉村 直子 （新百合ヶ丘支店ＦＣ課長） 

岡山支店営業部長 藤田 鶴男 （八尾支店長） 

金沢支店長 濱田 祐二 （第二大阪事業法人部副部長） 

神戸支店営業部長 大熊 隆之 （岡山支店営業部長） 

神戸支店法人部長 佐々木 誠司 （名古屋事業法人部長） 

高岡支店長 市山 貴嗣 （新宿支店ＦＣ課長） 

徳島支店長 藤川 真人 （金融市場マーケティング部第一リテー

ル・マーケティング課長） 

富山支店法人部長 田 有弘 （東京金融法人部長） 

広島支店法人部長 安田 正和 （法人運用推進部長） 

大泉支店長 三友 華代 （日本橋支店ＦＣ課長） 
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鹿児島支店長 吉川 元樹 （本店ＦＣ課長） 

川越支店長 久保田 誠 （上野支店長） 

自由が丘支店長 上田 和弘 （エクイティ・マーケティング部長） 

本店副店長 柳 昇平 （ソリューション企画部ソリューション企画

第一課長） 

監査部長 喜多 海史 （人事部第三人事課長） 

リスク管理部長 小澤 大雅 （リスク管理部副部長） 

証券業務担当補佐 西 一樹 （決済業務部長） 

証券業務企画部長 西 知巳 （証券業務企画共同部長） 

証券業務企画部 部付部長 金井 尚史 （証券業務企画部副部長） 

決済業務部長 神谷 和宏 （決済業務部 部付部長） 

デジタル戦略部長 中村 哲也 （ＩＴイノベーション推進室長） 

財務担当補佐 武田 覚 （資金部長） 

資金部長 尾島 一博 （デリバティブ市場部長） 

経営企画部長 船橋 実 （経営企画部副部長） 

グローバル企画担当補佐兼経営企

画・お客さま本位推進担当補佐 

Schaefer Taira 

David 

（国際担当補佐兼経営企画・お客さま

本位推進担当補佐） 

グローバル企画部 部付部長 師尾 信寛 （国際企画部 部付部長兼国際業務部 

部付部長） 

営業管理部長 松本 健介 （奈良支店長） 

連携事業部長 櫻井 康弘 （日本橋支店副支店長） 

デジタルマーケティング部長 鈴木 隆久 （ダイレクト戦略部副部長） 

ソリューション・アドバイザリー部長 松ケ野 仁志 （ソリューション企画部長） 

 

ポートフォリオ・アドバイザリー部長 香川 伸一 （投資情報部長） 

地域金融・法人ビジネス本部長補佐 上野 修之 （長野支店長） 

地域金融・法人ビジネス推進部長 橋本 真和 （地域金融・法人ビジネス推進部Ｓ＆Ｔ

ビジネス推進課長） 

プライベート・ウェルス戦略部長 岡田 康志 （プライベート・ウェルス戦略部副部長） 

アセットマネジメント商品部長 佐々木 知信 （アセットマネジメント・保険商品部長） 
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エクイティ・マーケティング部長 美谷 将吉 （鎌倉支店長） 

法人運用推進部長 中塚 博基 （法人運用推進部法人マーケティング

課長） 

投資情報部長 橘田 憲和 （エクイティ・マーケティング部マーケティ

ング課長） 

グローバル・マーケッツ管理部長 松下 和洋 （グローバル・マーケッツ管理部副部長

兼リーガル・コンプライアンス課長） 

エクイティ副本部長兼調査副本部長

（株式調査部担当）兼機関投資家営

業部長 

沢登 一彦 （機関投資家営業部長） 

エグゼキューション・サービス部長 玉井 大介 （エグゼキューション・サービス部第一ト

レーディング課長） 

コーポレート・アクセス推進部長 鈴木 清子 （コーポレート・アクセス推進部副部長） 

金融市場本部長補佐 鵜飼 秀樹 （クレジット市場部長） 

金融市場部長 柳沼 宏和 （金融市場部国債市場課長） 

クレジット市場部長 角 博之 （クレジット市場部クレジット商品課長） 

金融市場営業部長 河邊 理 （金融市場部短期商品課長） 

グローバル・キャピタル・マーケット副

本部長兼エクイティ・キャピタル・マー

ケット共同部長 

和里田 義博 （エクイティ・キャピタル・マーケット部長） 

グローバル・キャピタル・マーケット本

部長補佐兼投資銀行ソリューション本

部長補佐 

久谷 賢治 （グローバル・キャピタル・マーケット本部

長補佐） 

エクイティ・キャピタル・マーケット共同

部長 

古株 貴 （エクイティ・キャピタル・マーケット部副

部長） 

サステナブル・ファイナンス部長 大坂 仁彦 （第二デット・キャピタル・マーケット部副

部長） 

名古屋事業法人部長 上村 哲生 （名古屋事業法人部副部長） 

大阪コーポレート・ファイナンス副本部

長 

甲木 秀朋 （大阪Ｍ＆Ａアドバイザリー部長） 

第二大阪事業法人部長 吉岡 尚也 （神戸支店法人部長） 

第三公開引受部長 上田 大介 （ファイナンシャル・スポンサー・グルー

プ副部長） 

大阪Ｍ＆Ａアドバイザリー部長 市川 恒志 （Ｍ＆Ａアドバイザリー第二部副部長） 
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ホールセール企画部長 西川 龍二 （ホールセール企画部副部長兼ビジネ

ス戦略課長） 

第一コーポレート・ファイナンス部コー

ポレートカバレッジヘッド 

福田 広一 （第二大阪事業法人部長） 

ファイナンシャル・スポンサー・グルー

プヘッド 

黒田 直人 （ファイナンシャル・スポンサー・グルー

プ） 

氏名右側（ ）内は旧職 

 

5. 臨時代行者の任命（2022年 3月 17日付） 

 

エクイティ本部長代行兼調査共同本

部長（株式調査部担当）代行 

沢登 一彦 エクイティ副本部長兼調査副本部長（株

式調査部担当）兼機関投資家営業部長 

 

6. 執行役員の部店長兼務の任免（2022年 6月予定） 

 

（免）グローバル企画部長兼

務 

専務執行役員 矢澤 隆弘 （グローバル企画統括兼グローバル企

画担当兼グローバル企画部長） 

氏名右側（ ）内は現職 

 

7. 社員の異動（2022年 6月予定） 

 

復職・グローバル企画部長 松井 俊明 休職・英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マー

ケット会社出向（副社長） 

氏名右側（ ）内は現職 

 

8. 役員の異動 （2022年 6月 21日付予定） 

 

（1） 取締役（監査等委員）の退任 

上田 仁志 （取締役（監査等委員） 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 顧問 

伊藤 誠一郎 （取締役（監査等委員） 

 

（2） 取締役の就任 

社外取締役 辻野 晃一郎  

 

 



 

 

12 

（3） 取締役（監査等委員）の就任 

取締役（監査等委員） 大澤 聡 （顧問） 

取締役（監査等委員） 村中 貴一 （㈱三井住友銀行） 

氏名右側（ ）内は現職 

なお、就任につきましては定時株主総会における承認を前提といたします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


