調査報告書（開示版）

2022 年 6 月 24 日

調査委員会

SMBC 日興証券株式会社 御中

調 査 委 員 会

委 員 長

河

委

員

野 々 上

委

員

角

2

合

谷

健

司

尚

直

紀

調査報告書目次
第 1 調査の概要 ............................................................... 9
1

調査委員会の設置経緯...................................................... 9

2

本調査の目的 ............................................................. 9

3

本委員会の構成及び調査体制............................................... 10

4

本委員会の独立性......................................................... 11

5

SMBC 日興証券調査委員会事務局の設置 ...................................... 12

6

調査期間 ................................................................ 12

7

調査の方法・範囲......................................................... 12

（1） 関係資料の精査........................................................ 12
（2） 本事案関係者のヒアリング及び現地調査 .................................. 13
（3） デジタルフォレンジック調査............................................ 13
（4） アンケート調査........................................................ 13
（5） ホットラインの設置及び申告への対応 .................................... 14
8

本委員会の会議開催状況................................................... 14

9

本調査の前提と限界....................................................... 14

第 2 本事案の経緯、要点及び関連組織 .......................................... 16
1

公訴提起等の対象となった自己勘定取引の概要 ............................... 16

2

本自己勘定取引の背景にある BO 取引の要点 .................................. 16

3

SMBC 日興証券の本事案関連組織 ............................................ 20

（1） 業態及び沿革.......................................................... 20
（2） 組織概要 ............................................................. 21
第 3 BO 取引の開始経緯と実施状況.............................................. 31
1

開始経緯 ................................................................ 31

2

BO 取引の実績 ............................................................ 34

3

BO 取引の経営方針上の位置づけ ............................................ 35

4

業績評価・賞与算定における BO 取引収益の取扱い ............................ 36

5

BO 取引の実施手順 ........................................................ 38

（1） 売却ニーズの把握...................................................... 38
（2） 売買管理部への事前審査依頼及び同審査 .................................. 39
（3） 売却スキーム等の提案、取引条件等の交渉 ................................ 39
（4） BO 案件検討会議 ....................................................... 40
（5） EQSOL 課、売買管理部及び EQ 部の協議並びに EQ 部による実施可否の判断等 .. 40
（6） 日程確定及び EM 部長への伝達........................................... 40
（7） 関係者への配信、ストラテジーウェブへの掲載 ............................ 41
（8） 売却人との合意........................................................ 41

3

（9） リテール部門への案件告知日における案件告知 ............................ 41
（10） 営業店からの顧客ニーズの集約及び販売株式の配分 ....................... 42
（11） ニーズ調査 .......................................................... 43
（12） 執行日当日の大引け前................................................. 43
（13） 執行日当日の大引け後................................................. 44
6

BO 取引執行日当日の市場での取引の審査 .................................... 45

（1） 売買審査業務の流れ.................................................... 45
（2） 上記売買審査に関連する基準及び売買審査手法 ............................ 46
（3） 売買審査の性質........................................................ 47
7

BO 取引に関する情報管理体制 .............................................. 48

（1） BO 業務マニュアル上の情報管理体制 ..................................... 48
（2） 各営業店での情報管理体制.............................................. 49
第 4 本自己勘定取引に係る事実関係 ............................................ 50
1

Ａ株式案件 .............................................................. 50

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 50
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 51
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 54
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 55
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 57
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 57
2

Ｂ株式案件 .............................................................. 58

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 58
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 58
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 61
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 62
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 63
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 63
3

Ｃ株式案件 .............................................................. 63

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 63
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 64
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 67
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 67
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 69
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 70
4

Ｄ株式案件 .............................................................. 70

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 70

4

（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 71
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 73
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 74
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 75
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 76
5

Ｅ株式案件 .............................................................. 76

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 76
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 76
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 79
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 80
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 81
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 81
6

Ｆ株式案件 .............................................................. 81

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 81
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 82
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 84
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 85
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 86
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 86
7

Ｇ株式案件 .............................................................. 87

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 87
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 88
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 90
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 90
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 92
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 92
8

Ｈ株式案件 .............................................................. 92

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 92
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 93
（3） 本自己勘定取引の経緯.................................................. 95
（4） 本自己勘定取引の客観的態様............................................ 96
（5） 売買管理部による審査の状況............................................ 97
（6） 本自己勘定取引の目的.................................................. 97
9

Ｉ株式案件 .............................................................. 98

（1） 本 BO 取引の状況....................................................... 98
（2） 本自己勘定取引の状況.................................................. 98

5

（3） 本自己勘定取引の経緯................................................. 101
（4） 本自己勘定取引の客観的態様........................................... 101
（5） 売買管理部による審査の状況........................................... 103
（6） 本自己勘定取引の目的................................................. 104
10

Ｊ株式案件 ............................................................ 104

（1） 本 BO 取引の状況...................................................... 104
（2） 本自己勘定取引の状況................................................. 104
（3） 本自己勘定取引の経緯................................................. 107
（4） 本自己勘定取引の客観的態様........................................... 107
（5） 売買管理部による審査の状況........................................... 109
（6） 本自己勘定取引の目的................................................. 109
11 本 BO 取引以外の BO 取引に際し行われた自己勘定取引 ....................... 109
（1） 概要 ................................................................ 109
（2） その他自己勘定取引に係る関係者の言動等 ............................... 110
12

本自己勘定取引の小括................................................... 110

第 5 本事案の分析において考慮したその他の事実 ............................... 112
1

ET 課による自己勘定取引 ................................................. 112

2

Ａ株式案件以降の EQ 部等における本自己勘定取引に係る議論 ................. 112

（1） 内部管理責任者の対応................................................. 112
（2） EQ 本部朝会でのやり取り .............................................. 112
（3） EQSOL 課の対応 ....................................................... 112
3

BO 取引対象株式の株価下落への対応 ....................................... 113

（1） 第 1 線の対応......................................................... 113
（2） 第 2 線の対応......................................................... 116
4

リテール顧客に対する説明内容............................................ 117

5

SESC による（略）一般検査・犯則調査への対応 ............................. 118

（1） 上記調査等の概要..................................................... 118
（2） SESC 調査等への SMBC 日興証券の対応 ................................... 119
6

過去の安定操作取引事案（略）の概要 ...................................... 120

7

本自己勘定取引に関する内部監査の状況 .................................... 121

8

本自己勘定取引に関する経営陣の認識 ...................................... 123

（1） 社長の認識 .......................................................... 123
（2） GM 統括副社長の認識 .................................................. 123
（3） EQ 本部本部長及び副本部長の認識 ...................................... 123
（4） コンプライアンス所管役員等の認識 ..................................... 124
（5） 経営会議、取締役会及び監査等委員会における議論の状況 ................. 124

6

9

BO 取引対象株式の処分状況に関する売却人への説明対応 ..................... 124

10

内部通報制度の運用実態................................................. 124

11

アンケート結果等の概要................................................. 125

第 6 本自己勘定取引の法的問題点 ............................................. 126
1

本自己勘定取引に関連する法規範.......................................... 126

（1） 金商法の理念と証券会社の市場における役割及び責務の重要性 ............. 126
（2） 公正な価格形成に関する法規制 ......................................... 128
（3） 投資判断に影響を及ぼす非公知情報の証券会社による利用制限 ............. 130
（4） 証券会社による利益相反行為の禁止 ..................................... 131
2

本自己勘定取引に係る法的問題点の検討 .................................... 131

（1） 公正な価格形成の観点からみた問題点 ................................... 131
（2） 投資判断に影響を及ぼす非公知情報の利用制限の観点からみた問題点 ....... 132
（3） 証券会社による利益相反行為禁止の観点からみた問題点 ................... 133
第 7 原因分析 ............................................................... 135
1

証券業務全体の中での潜在的リスクに見合った自己規律及び態勢整備の不足 .... 135

（1） 自己勘定取引に係る業務指針の不備・曖昧さ ............................. 135
（2） 自己勘定取引の担当部署における規律の不足 ............................. 136
（3） 自己勘定取引に係る審査の実効性の欠如 ................................. 136
2

社内全般にわたる規範意識の希薄性 ........................................ 137

（1） 現場レベルの規範意識................................................. 138
（2） 経営レベルの規範意識................................................. 138
3

ガバナンス態勢全般の機能不全............................................ 139

（1） 売買管理部の態勢自体の脆弱性 ......................................... 139
（2） コンプライアンス関連部門全般の牽制機能の脆弱性 ....................... 140
（3） 取締役会等へのレポーティング態勢の目詰まり ........................... 142
（4） 部門横断的なビジネスを俯瞰しリスク管理を行う態勢や主体の不存在 ....... 142
（5） 法令解釈を全社的に統一して判断・提示する責任部署の不存在 ............. 143
（6） 内部監査部門の監査機能の不十分性 ..................................... 143
（7） 過去の不祥事事案の反省を活かせない経営体質 ........................... 144
（8） 内部通報制度の機能不全............................................... 144
4

人事政策におけるコンプライアンスの位置づけの弱さ ........................ 144

第 8 再発防止策に係る提言 ................................................... 146
1

自己勘定取引の在り方を含む業務運営の見直し・総点検 ...................... 146

2

全社的な規範意識の向上と人事政策の改善 .................................. 147

3

経営陣の明確なコミットメントと任務遂行 .................................. 147

（1） 経営陣によるメッセージ及び現場との双方向のコミュニケーション ......... 148

7

（2） 取締役会等の活性化................................................... 148
4

コンプライアンス態勢の強化.............................................. 149

（1） コンプライアンス関連部門のマインドセットの強化 ....................... 149
（2） 実効的なレポーティングルールの整備 ................................... 149
（3） 責任部署の明確化及び継続的な検証サイクルの定着 ....................... 150
（4） リスクの存在を前提とした内部監査の実効性向上 ......................... 150
（5） 人的・物的な資源配置についての見直し ................................. 150
5

不正の芽を早期発見し、迅速に対処し、業務改善につなげるサイクルの定着 .... 151

（1） 不正の芽を見逃さない体制整備 ......................................... 151
（2） 早期発見・迅速対処・業務改善のサイクルの企業風土化 ................... 151
第 9 結語 ................................................................... 153
別紙 1 委員略歴 ............................................................. 154
別紙 2 組織の全体像 ......................................................... 156
別紙 3 本自己勘定取引の概要 ................................................. 158
別紙 4 その他自己勘定取引の概要 ............................................. 159
別紙 5 執行日における貸株残の状況 ........................................... 161
別紙 6 アンケート結果等の概要 ............................................... 162

8

第1
1

調査の概要
調査委員会の設置経緯

SMBC 日興証券株式会社（以下「SMBC 日興証券」という。
）は、2022 年 3 月 4 日、同社の
役職員（本調査報告書の日付時点で役職にない者及び役職が変更されている者を含む。以下
同様。
）4 名が、東京地方検察庁（以下「東京地検」という。
）検察官により、金融商品取引
法（以下「金商法」という。）違反（同法第 197 条第 1 項第 5 号、第 159 条第 3 項のいわゆ
る「安定操作取引」
）の疑いで逮捕された事実を受け、当該逮捕事案の事実関係を解明・評
価し、その原因を分析した上、再発防止策を取りまとめること等を委嘱するため、同日、外
部の弁護士 3 名により構成される調査委員会（以下「本委員会」という。
）を設置した。
2022 年 3 月 23 日、証券取引等監視委員会（以下「SESC」という。
）は、金商法違反（前
同様の安定操作取引）の犯則嫌疑で、SMBC 日興証券及び同社の役職員 7 名を東京地検検察
官に告発し、翌 24 日、東京地検検察官が同じく金商法違反（前同様の安定操作取引）の疑
いで SMBC 日興証券及び同社の役職員 5 名を東京地方裁判所（以下「東京地裁」という。
）に
公訴提起するとともに、新たに役員 1 名を金商法違反（前同様の安定操作取引）の疑いで逮
捕した。また、2022 年 4 月 12 日、SESC は、SMBC 日興証券及び同年 3 月 24 日に逮捕された
上記役員を含む同社の役職員 4 名1について、金商法違反（前同様の安定操作取引）の犯則
嫌疑で東京地検検察官に告発し、同年 4 月 13 日、東京地検検察官が金商法違反（前同様の
安定操作取引）の疑いで SMBC 日興証券及び同社の役職員 2 名2を東京地裁に公訴提起した。
上記事実経過に鑑み SMBC 日興証券は、
本委員会へ委嘱する調査の対象を順次追加変更し、
最終的に、①2022 年 3 月 4 日の東京地検検察官による上記逮捕に係る被疑事実、②同月 23
日の SESC による上記告発に係る犯則嫌疑事実、並びに、③同月 24 日の東京地検検察官に
よる公訴提起に係る公訴事実が各対象とした特定の株式 5 銘柄、同年 4 月 12 日の SESC に
よる告発に係る犯則嫌疑事実及び同月 13 日の東京地検検察官による公訴提起に係る公訴事
実が各対象とした特定の株式 5 銘柄（同年 3 月 24 日の役員 1 名の逮捕に係る被疑事実で対
象とされた 1 銘柄を含む。
）の合計 10 銘柄（以下「本調査対象株式」という。
）に関する SMBC
日興証券の上記公訴提起に係る自己勘定取引を本委員会の調査対象とすることとし、本委
員会に委嘱した（以下、これら一連の事実関係を指して「本事案」といい、本委員会の本事
案に関する調査を「本調査」という。
）
。
2

本調査の目的

本調査の目的は、中立公正な立場から、①上記公訴提起に係る自己勘定取引を中心に、本
事案に関する事実関係の調査、確認及び法的評価を行い、それらを踏まえ、②仮に同取引に
違法又は不適切な点があるとすればその未然防止に係る SMBC 日興証券内部管理体制を確

1

2022 年 3 月 24 日に逮捕された役員以外の 3 名は、同月 23 日の告発に続き、2 回目の告発となった。
2022 年 3 月 24 日に逮捕された役員以外の 1 名は、同月 24 日の公訴提起に続き、2 回目の公訴提起とな
った。これらの公訴提起により、合計で、SMBC 日興証券及び同社役職員 6 名が公訴提起されている。
2

9

認・評価し、③SMBC 日興証券が抱える本事案に関する問題点及び本事案の根本原因を抽出・
分析した上、④本事案に係る再発防止に向けた改善策を提言すること、にある。
なお、本事案は、上記第 1.1 のとおり、係属中の刑事訴訟事件に関するものであるとこ
ろ、本調査は本事案に係る犯罪の成否の検討を目的とするものではない。また、本事案に関
する法人及び個人の民事・商事法上の責任や SMBC 日興証券の経営陣の経営責任の有無・所
在を検討することを目的とするものでもない。
本調査の結果を報告するこの報告書（以下「本調査報告書」という。
）は、本調査の目的
に鑑み、本委員会が SMBC 日興証券にのみ提出・提示するものである。本調査報告書の全部
又は一部が第三者に開示された場合、その記載が係属中の刑事訴訟事件に事実上影響する
可能性等を否定できない。そのため、SMBC 日興証券は、本調査報告書の利用（開示の範囲
及び方法を含む。
）を、上記の目的範囲外の事項に対する影響が極力少ない態様に限定する
こと、及び、そのための検討を本委員会と行うことについて承諾した。本調査報告書は、以
上のことを前提に作成されたものである。
また、本委員会は、SMBC 日興証券の意向も踏まえ、SMBC 日興証券が第三者に開示又は公
表する目的で用いるために、本事案の関係者個人のプライバシーの保護、本事案に関係する
企業等の営業秘密等の拡散防止、及び刑事手続への影響を可能な限り避ける観点から（ただ
し、本委員会はこれらのことが避けられていることを何ら保証するものではない。
）
、本調査
報告書に非開示措置を加えたもの（以下「本調査報告書（開示版）
」という。
）を作成し、SMBC
日興証券に提出した。そのため、本調査報告書（開示版）においては、一部記述の省略等
（SMBC 日興証券の役職員の氏名に付記された部署名についても一部省略等がなされてい
る。
）を行っており、その点で本調査報告書と異なる部分がある。
3

本委員会の構成及び調査体制

本委員会は下記委員で構成され、各委員の略歴は別紙 1 のとおりである。
委員長 河合 健司（弁護士、元仙台高等裁判所長官、東京リベルテ法律事務所）
委 員 野々上 尚（弁護士、元福岡高等検察庁検事長、上田廣一法律事務所）
委 員 角谷 直紀（弁護士、T&K 法律事務所）
上記各委員は、いずれも SMBC 日興証券との間に直接の利害関係を有していない。
本委員会は、下記の弁護士を選任し本調査の補助をさせた。いずれの補助者も、SMBC 日
興証券との間に直接の利害関係を有していない。なお、下記補助者以外の T&K 法律事務所そ
の他の法律事務所に所属する弁護士も、SMBC 日興証券との間に直接の利害関係を有してい
ない。
（T&K 法律事務所所属弁護士）
片岡良平 戸澤晃広 小杉祥代 田中宏幸 根鈴久志 良田郁也 田畑早紀
曽羽達貴 吉田達彦 清水沙織里 増井瑞希
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（早川・村木経営法律事務所所属弁護士）
早川明伸 村木高志 福味宏紀 西野肇
（TH 総合法律事務所所属弁護士）
中村芳生 高橋康夫
（上田廣一法律事務所所属弁護士）
山口温子
また、本委員会は、刑事手続及び不祥事事案調査に精通した岩村修二（弁護士、元名古屋
高等検察庁検事長、T&K 法律事務所所属）
、金融及び企業ガバナンスに精通した佐藤隆文（元
金融庁長官、T&K 法律事務所所属）、並びに、法解釈に精通した道垣内正人（弁護士、早稲田
大学大学院法務研究科教授、東京大学名誉教授、T&K 法律事務所所属）をアドバイザーとし
て選任し、本調査の事実認定、ガバナンス態勢の検証、原因の分析及び再発防止策の在り方
等、本調査の全般につき、各自の専門的知見に基づく助言を受けた。なお、各アドバイザー
は、SMBC 日興証券との間に直接の利害関係を有していない。
加えて、本委員会は、証券取引実務に精通した加藤修介（元三菱 UFJ モルガン・スタンレ
ー証券株式会社取締役）をアドバイザーとして選任し、専門的な知見・経験を基にした証券
取引実務に関する助言を受けた。なお、加藤修介は SMBC 日興証券との間に直接の利害関係
を有していない。
本委員会は、下記第 1.7.（3）
「デジタルフォレンジック調査」
、同（4）
「アンケート調査」
の実施にあたり、PwC アドバイザリー合同会社に所属する専門家 80 名を補助者として選任
し、デジタルフォレンジック及びアンケート調査業務の補助をさせた。同補助者にはいずれ
も、SMBC 日興証券との間に直接の利害関係がないことを本委員会が確認した。
4

本委員会の独立性

本委員会の運営は、
「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」3に準拠するもの
ではないが、本委員会は、その趣旨を十分に踏まえ、独立性を確保しつつ円滑かつ的確に調
査を実施するため、以下の事項を SMBC 日興証券と合意し、これらは、本調査の実施におい
ていずれも遵守された。
① SMBC 日興証券は、本調査において、本委員会の活動に全面的に協力し、自ら又は役職
員が保有する情報への本委員会のアクセスを確保するとともに、同役職員に対し本委
員会への優先的な協力を業務として命令すること。
② 本調査報告書の内容の決定権（起案権）は本委員会に専属すること。
③ 本委員会は、本調査の過程で本委員会が新たに収集した情報及び資料等についての処
分権を専有し、当該情報及び資料等を、本委員会以外の者（SMBC 日興証券を含む。
）
3

日本弁護士連合会が 2010 年 7 月 15 日付で作成及び公表し、同年 12 月 17 日付で改訂したものである。
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に開示しないことができること。
なお、本委員会は、SMBC 日興証券が、違法又は不適切な取引の防止を始めとする市場に
おける取引の公正性の確保のための再発防止策について独自の検討を早期に進める必要が
あることに鑑み、代表取締役会長、社外取締役・監査等委員 2 名、社外取締役 1 名及び非業
務執行取締役 1 名をもって SMBC 日興証券により組成された「調査委員会連絡部局」に対し
て、本調査の過程で発見された資料等のうち、本委員会が SMBC 日興証券独自の再発防止策
策定のために重要であると認めたものを、本調査に支障を生ぜしめないことを条件に、本調
査報告書の提出前であっても提示し得ることとした。
5

SMBC 日興証券調査委員会事務局の設置

本委員会は、本調査の円滑かつ効率的な実施のため、SMBC 日興証券に対し、本調査に関
係する資料及びデータの収集・整理並びにヒアリング対象者との連絡・日程調整その他の事
務を行うことを目的とする事務局の設置を要請し、SMBC 日興証券は、これを受けて、役職
員 17 名により構成される「SMBC 日興証券調査委員会事務局」を設置した。
本委員会は、SMBC 日興証券に対し、本調査の過程で SMBC 日興証券調査委員会事務局又は
ヒアリング対象者が知ることとなった調査状況等に係る情報を、本委員会の要請又は同意
がない限り、他の SMBC 日興証券の役職員を含む第三者に開示しないこと、SMBC 日興証券調
査委員会事務局及びヒアリング対象者に対し開示するよう求めないことを要請し、SMBC 日
興証券はこれに同意した。
本調査及び本調査報告書の作成において、上記 SMBC 日興証券調査委員会事務局を含む
SMBC 日興証券の役職員は、本委員会の独立性を一貫して尊重して本調査に全面的に協力し、
本調査を妨げるような行為は認められなかった。
6

調査期間

本調査の期間は、2022 年 3 月 4 日乃至同年 6 月 24 日である。本調査報告書における事実
の認定及び法的評価等は、その間に本委員会が本調査の過程で認識・把握した事実のみに基
づいている。
7

調査の方法・範囲

本委員会は、以下のとおり、各種関係資料等を検討・分析するとともに、関係者のヒアリ
ングを行った。
（1）

関係資料の精査

本委員会は、本調査に先行して SMBC 日興証券が実施した社内調査において収集された資
料のほか、SMBC 日興証券の組織図、社内規則、ガバナンスに関する資料、各社内会議体等
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の議事録、取引に関する契約書類等、本委員会が必要であると認めた資料等を幅広く収集し、
その内容を精査した。
（2）

本事案関係者のヒアリング及び現地調査

本委員会は、2022 年 3 月 15 日から同年 6 月 21 日までに、SMBC 日興証券等の役職員合計
77 人に対して合計 94 回のヒアリングを実施した。
また、本事案に関連する業務部署の現場（新丸の内ビルディング及びヤマタネビル新館）
に赴き、その業務状況を調査した。
（3）

デジタルフォレンジック調査

本委員会は、本事案の調査において重要であると思料される SMBC 日興証券の役職員合計
86 名を選定し、電子メールサーバに保管されていた当該役職員の電子メール及びチャット
データ（以下「電子メールデータ等」という。）並びに録音システム又は Verint 社製
Impact360 に保管されていた当該役職員の通話録音データ、事業場録音データ及び会議室録
音データ（以下「音声データ」という。
）を保全した上4、当該電子メールデータ等について
は、重複の排除を含むデータの処理（プロセッシング）を実施し、キーワード等による絞り
込みを行い、合計 613,291 件のレビューを実施し、当該音声データについては、録音対象者
や録音日時等の一定の基準に基づいた絞り込みを行い、合計 20,059 件（1,385.7 時間）の
レビューを実施した。
本委員会は、上記の作業の結果、本事案に関連すると認められたものにつき、その内容を
精査した。
（4）

アンケート調査

本委員会は、2022 年 3 月 18 日乃至同年 3 月 31 日を回答期間として、本事案に関し何ら
かの情報を知り得る立場にあったと思料される SMBC 日興証券等の役職員 448 名を対象に、
本事案及びその対応に係る問題点等に関するアンケート調査を実施した5。その際、
「回答者
の氏名等については本委員会限りとし、SMBC 日興証券に開示しない」旨及び「アンケート
調査への回答により、回答者が SMBC 日興証券から不利益処分を科されることはないとの同
社の確認を得ている」旨を周知した。

4

ただし、本調査の期間との関係上、対象者によっては一部の重要な期間のデータ等に限定してデジタルフ
ォレンジック調査を実施した。
5
アンケート調査及びホットラインについては、いずれもその実施開始時点において、SESC や東京地検に
よる逮捕、告発又は公訴提起等のうち、2022 年 3 月 4 日の東京地検による SMBC 日興証券の役職員 4 名の
逮捕のみ発生していたことから、当該逮捕に関する事案を対象として実施を告知している。その後の法人
としての SMBC 日興証券や当該 4 名以外の役職員らの逮捕、告発及び公訴提起等により、対象銘柄が 10 銘
柄となる等の状況の変化があったものの、事案の実質は共通するため、アンケート調査等の追加はしてい
ない。
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上記アンケートの結果、上記期間中に合計 409 件の回答を得ることができ、本委員会は、
その内容を精査した。
（5）

ホットラインの設置及び申告への対応

本委員会は、2022 年 3 月 16 日から同月 31 日までの間、SMBC 日興証券の全役職員等に対
し本事案に関連する情報の申告を要請し、受信するため、本委員会直結のホットラインを設
置した6。その際、
「ホットラインへの申告者の氏名等については本委員会限りとし、SMBC 日
興証券に開示しない」旨及び「ホットラインへの申告により、申告者が SMBC 日興証券から
不利益処分を科されることはないとの同社の確認を得ている」旨を周知した。
上記のホットラインを通じて、上記期間中に合計 21 件の申告があり、本委員会は、その
内容を精査した（必要に応じて申告者との連絡を取った。
）
。
8

本委員会の会議開催状況

本委員会は、2022 年 3 月 4 日の本委員会発足日から同年 6 月 23 日まで、合計 31 回開催
した。同開催にあたり、委員及び必要に応じて本調査の上記補助者及びアドバイザーの全部
又は一部のみが出席し、SMBC 日興証券の役職員は、上記の SMBC 日興証券調査委員会事務局
及び調査委員会連絡部局の各構成員を含め一切出席していない。
9

本調査の前提と限界

本調査は、下記のことを前提とする。
① 本調査報告書を始めとする本委員会の本調査の結果は、
上記第 1.2 の
「本調査の目的」
以外の目的のために用いられることを予定しておらず、本調査報告書は SMBC 日興証
券に対して提出されるものであり、本委員会の承諾なく SMBC 日興証券以外の第三者
に開示されることも予定していない。
② 本委員会は、SMBC 日興証券からの委嘱の範囲内において同社に対し負う責務のほか
には、本調査報告書に記載される事実認定や法的評価に関するものも含め、何らの責
任を負うものではない。
なお、本調査及び本調査報告書には、下記の限界があり、留保に服する。
① 本調査は、強制権限のない任意の調査であり、かつ、限られた日時、人的体制等の下
で実施されたものであって、関係者のヒアリング及び資料等の収集は、SMBC 日興証券
及びその役職員等の任意の協力を得ることができた範囲に限り実施されたものであ
る。
② 本調査の期間中も本事案に関する東京地検検察官による捜査が行われていたため、当

6

ホットラインの設置を SMBC 日興証券の社内ネットワークで案内するに当たり、退職又は転籍した役職員
からの申告も受け付ける旨を告知した。ただし、一部、SMBC 日興証券の社内ネットワークにアクセスでき
なかった役職員が存在した。
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該捜査への支障が生じないよう調査を控えた事項があり、その結果、本委員会が十分
に了知できなかった事実関係があって、その中に重要なものが存在し得ること、事実
につき本委員会が独自に実施したヒアリング等を通じても認定が困難な部分がある
こと、及び、特に SMBC 日興証券が行った株式の取引に関する情報、経緯の一部につ
いては、SMBC 日興証券から得た情報に依拠せざるを得ない部分があること、以上のこ
とから、本調査報告書における事実認定や法的評価が正確でない可能性があり、更な
る検証が必要な部分があり得る。
③ 上記第 1.1 のとおり、逮捕、告発又は公訴提起の対象となった SMBC 日興証券の役職
員 8 名のうち一部の役職員からは、ヒアリングにおいて、刑事裁判等への影響に関す
る考慮や体調不良等を理由に、供述の一部を差し控えられる等、必ずしも十分な情報
が得られていない。そのため、本調査報告書における、これらの役職員の認識等に係
る事実認定や法的評価が正確でない可能性がある。
④ 下記第 2 以降に論じるブロックオファー取引（類似の取引を含む。）やその際の自己
勘定取引等について、同業他社がどのような取扱いをしているかは、本事案の検討に
あたり重要な考慮要素になり得るが、その機微性に鑑み、これらの情報を持つ者にア
クセスしての資料等の入手を差し控え、同業他社の情報を参照していない。
⑤ 外国法の内容及びその解釈については、SMBC 日興証券により開示された内容に基本
的に依拠しており、外国法について資格を有する弁護士等の確認を経たものではない。
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第2
1

本事案の経緯、要点及び関連組織
公訴提起等の対象となった自己勘定取引の概要

第 1.1 記載の、金商法違反（安定操作取引）の嫌疑による東京地検・SESC の逮捕、告発
及び公訴提起の対象となった SMBC 日興証券の役職員の行為は、金融商品取引業者である
SMBC 日興証券が金融商品取引業の一つとして行った本調査対象株式合計 10 銘柄に係る「ブ
ロックオファー取引」
（詳細は後述する。以下「BO 取引」という。
）7の各過程で、同株式銘
柄につき当該 BO 取引での売買とは別に、市場で自ら買い取った自己勘定取引（以下、上記
公訴提起の対象となった自己勘定取引を、総称して又は個別に「本自己勘定取引」という8。
）
である。
上記公訴提起に係る起訴状記載の公訴事実によれば、本自己勘定取引はいずれも、
「
（各）
BO 取引において、売買価格の基準となる同取引当日の終値等が前日の終値に比して大幅に
下落することを回避し、その株価を特定の価格に維持しようと企て、本調査対象株式に係る
株券の相場を安定させる目的をもって」9行われたものであり、金商法に違反する安定操作
取引10に当たるとされた。
後記のとおり、
（本調査報告書の本文を省略。以下、単に「
（略）
」又は「
（
『省略事項』を
略）
」等と記載する。
）、（日付を略）には SESC（部署名を略。以下、SESC（略）について同
様。
）による一般検査が開始された。そして、
（日付を略）
、SESC（略）により、SMBC 日興証
券に対する金商法違反の嫌疑に基づく犯則調査としての本捜索等（後記第 5.5.（1）におい
て定義する。以下同様。
）が実施され、以降、関係する役職員への事情聴取等が行われたと
ころ、上記のとおり、2022 年 3 月乃至 4 月、東京地検検察官による逮捕、公訴提起等に至
った。
2

本自己勘定取引の背景にある BO 取引の要点

BO 取引は、SMBC 日興証券が行ってきた株式売買手法のひとつであり、株式会社東京証券
取引所（以下「東証」という。）の立会外取引である「ToSTNeT（Tokyo Stock Exchange Trading
NeTwork System）取引」
（以下、単に「立会外取引」という。
）等を通じ、大口の保有株式（上

7

「ブロックオファー」という名称は SMBC 日興証券におけるものであり、他の証券会社では類似の手法を
別の名称としていることがある。
8
SMBC 日興証券の把握している本自己勘定取引の概要は、別紙 3 のとおりである。
9
公訴事実より一部の文言を変更及び省略している。
10
相場操縦の一類型とされる。相場操縦とは、仮装売買・馴合売買による相場操縦、現実売買による相場
操縦及び安定操作取引をいう。安定操作取引とは、金商法に係る政令で定めるところに違反して、取引所
金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ
付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは
受託等をすることをいう。詳細は、後記第 6.1.（2）で述べる。
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場株式）を売却したいというニーズ11を有する株主12（以下「売却人」という。
）から、SMBC
日興証券がこれをまとめて買い取り、直ちに多数の個人投資家等（以下「リテール顧客」と
いう。）に売却するという一連の取引の総称である13（以下、本調査対象株式に係る BO 取引
を総称して又は個別に「本 BO 取引」という。
）
。
本自己勘定取引は、本 BO 取引に際し同時並行的に行われたものであり、その関係性の有
無・内容は、本自己勘定取引に係る事実認定及び法的評価に密接に関連するため、その前提
として本 BO 取引自体の実態を検討することが不可欠である。
本 BO 取引の各売却人及び各執行日は、以下のとおりである。
【表 1

本 BO 取引の売却人及び執行日】

No.

本調査対象株式14

売却人

1

Ａ

Ｋ

2019 年 12 月 25 日

2

Ｂ

Ｌ

2020 年 2 月 27 日

3

Ｃ

Ｍ

同年 8 月 6 日

4

Ｄ

Ｎ

同月 19 日

5

Ｅ

Ｏ

同年 10 月 22 日（ただ

執行日

し、同日 BO 取引はキ
ャンセルされた。
）
6

Ｆ

Ｐ

同年 11 月 17 日

7

Ｇ

Ｑ

同月 19 日

8

Ｈ

Ｑ

同年 12 月 15 日

9

Ｉ

Ｒ

同月 22 日

10

Ｊ

Ｓ

2021 年 4 月 8 日

本 BO 取引のうち、上記表 No.5 のＥ株式を対象とするものは、下記第 4.5 のとおり、売却
人からの SMBC 日興証券による株式の買取り自体がキャンセルされているが、その他の 9 件
はいずれも、SMBC 日興証券による売却人からの株式の買取り及び SMBC 日興証券からリテー
ル顧客への株式の売却が実施されている。

11

企業間の政策保有株式（いわゆる持ち合い株式）を解消するニーズ、個人の大口株主が売却するニーズ
が挙げられる。
12
例えば、政策保有目的等で保有している企業、株式の発行会社である企業の創業者等の個人等が挙げら
れる。
13
（略）
14
以下、各本調査対象株式の発行会社をそれぞれ「Ａ」
、
「Ｂ」
、
「Ｃ」
、
「Ｄ」
、
「Ｅ」
、
「Ｆ」
、
「Ｇ」、
「Ｈ」
、
「Ｉ」
及び「Ｊ」といい、各本調査対象株式に関する各 BO 取引に係る各案件をそれぞれ「Ａ株式案件」
、
「Ｂ株式
案件」
、
「Ｃ株式案件」、
「Ｄ株式案件」
、
「Ｅ株式案件」
、
「Ｆ株式案件」
、
「Ｇ株式案件」、
「Ｈ株式案件」
、
「Ｉ株
式案件」及び「Ｊ株式案件」ということがある。

17

BO 取引の仕組みは、下記第 3.1 の「売出し」や「立会外分売」の手法に比較し、大口保
有株式の売却人にとっては、準備期間が短く、手続的負担を軽減できる利点がある。また、
当該売却人が発行会社15と一定の関係性を有している16場合には当該売却による発行会社へ
の影響を考慮することもあり得るところ、BO 取引は、当該発行会社にとっても事務負担が
少なく、かつ、下記第 3.1 で説明するブロックトレード取引（以下「BT 取引」という。
）と
は異なり、一株主の保有から多数のリテール顧客による保有に移行することとなることか
ら、東証の市場構造の見直し17後の各市場の上場維持基準において要請されている株式の流
動性（流通株式比率18）の上昇に資する等の利点がある。他方、これを買い取るリテール顧
客にとっても、下記のとおり BO 取引の執行日の終値19（市場価格）から一定のディスカウ
ントがされた金額で当該株式の買取りができることに加え、SMBC 日興証券の自己勘定取引
であるため売買委託手数料を負担しないで済む利点がある。
BO 取引の基本的な利得構造は、以下のとおりである。すなわち、執行日の大引け20後に、
①売却人から SMBC 日興証券が当該株式を買い取り、②SMBC 日興証券がリテール顧客へ当該
株式を売却するところ、上記①の買取り及び上記②の売却に係る株式価格は、いずれも、執
行日の終値から約定した率のディスカウントをした金額とされ、上記①のディスカウント
率が上記②のそれを上回るよう設定される。そのため、BO 取引の執行により、SMBC 日興証
券は、上記①と上記②のディスカウント率の差により生じた売買価格の差額を収益（以下
「BO 取引収益」という。
）として得ることになる（下記図は BO 取引の概略図である。
）
。

15

株式等の有価証券を発行している株式会社を、
「発行会社」又は「発行体」と呼ぶ。以下同様。
例えば、発行会社である企業の創業者等の個人が売却人となる場合があるが、このような場合には、売
却人が、発行会社（自らが創業した企業）への影響を考慮した形で保有株式の売却を希望するケースがあ
る。
17
東証においては、2022 年 4 月 4 日付で、従来の市場区分（市場第一部、市場第二部及びマザーズ並びに
JASDAQ 市場におけるスタンダード及びグロースの各市場）から、プライム市場（グローバルな投資家との
建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場）
、スタンダード市場（公開された市場における投資対象とし
て十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場）及びグロース市場（高い成長可能性を有する
企業向けの市場）の 3 つの新しい市場区分へと再編が行われた。
18
「流通株式比率」とは、上場株式数に占める流通株式数の割合をいう。
「流通株式数」とは、上場株式か
ら、①主要株主（上場株式数の 10％以上を所有する者）
、②当該上場会社の役員並びにその配偶者及び二親
等内の血族、③上記②の者に総株主の議決権の過半数が保有されている会社、④上場会社の関係会社及び
その役員、⑤当該上場会社（自己株式）
、並びに、⑥国内の普通銀行、保険会社、事業法人等がそれぞれ所
有する株式とその他東証が固定的と認める株式の合計数を控除したものをいう。プライム市場では流通株
式比率は 35％以上、スタンダード市場及びグロース市場では 25％以上がそれぞれ上場維持基準とされてい
る。
19
終値とは、1 日のうちで、最後に取引された値段をいう。一般的には大引けで形成された株価が終値とな
るが、大引けで売買がされないケースもある。その場合、当日中の取引値段のうち最後のものを終値と呼
ぶ。
20
東証の売買立会は、午前立会（前場・ぜんば）と午後立会（後場・ごば）に分かれており、午前立会は 9
時から 11 時 30 分まで、午後立会は 12 時 30 分から 15 時までである。前場の最後の売買を「前引け」とい
い、後場の最後の売買を「大引け」という。
16

18

【図 1

BO 取引の概略】

BO 取引の実施手順は、通常、①売却人と SMBC 日興証券との間で、対象となる株式のディ
スカウント率を含む取引条件を事前に合意した上で、②案件告知日21の原則 1 日後乃至 3 日
後を執行日とし、案件告知日の大引け後に、各営業店がリテール顧客に対し、当該 BO 取引
の概要（銘柄、ディスカウント率等の情報）を電話連絡の方法で伝達し、リテール顧客の買
取り希望株数を調査する（以下「ニーズ調査」という。
）
。その後、③執行日を決定し、④執
行日の正午にニーズ調査を終了し、⑤当該執行日の大引け後に売却人の売却意向の最終確
認をし、売却の意思表示があれば、立会外取引で SMBC 日興証券が売却人より株式を買い取
り、ほぼ同時に、⑥各営業店に株数を配分し、各営業店が最終的な株式の譲渡価格及び株数
等の取引条件をリテール顧客に連絡し、SMBC 日興証券がリテール顧客に株式を売却する22、
以上のとおりである。
その概略を下記図に示す。

21

BO 案件発生の旨、銘柄名及びその株式総数、想定売却価格等の情報を、各営業店に対し、一斉送信の方
法で告知メールを送付し、併せて同内容の情報をストラテジーウェブ（SMBC 日興証券社内で利用されてい
る内部ネットワークシステムの名称。
）へ掲載する方法により、SMBC 日興証券社内で BO 取引の情報をリリ
ースする日を意味する。また、以下、SMBC 日興証券社内での告知メールの一斉送信及びストラテジーウェ
ブへの掲載を「案件告知」という。
22
なお、リテール顧客による注文が不足し、株式の全てをリテール顧客に売却できなかった場合は、原則
として、
SMBC 日興証券が売却できなかった分の株式を一旦自己で保有し、
その後売却等を行うこととなる。
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【図 2

3

BO 取引のフロー】

SMBC 日興証券の本事案関連組織

（1）

業態及び沿革

SMBC 日興証券は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「三井住友フィナン
シャルグループ」という。
）の完全子会社であり、金融商品取引業（第一種金融商品取引業、
第二種金融商品取引業、有価証券等管理業務、投資助言・代理業及び投資運用業）を主たる
事業とし、国内 110 店舗（支店等を含む。
）
（2022 年 3 月 17 日現在）を有し、東京証券取引
所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所及び東京金融取
引所の会員資格又は取引参加者資格を有する。
その沿革は、大要下記表のとおりである。
【表 2

SMBC 日興証券の沿革】
年月

1944 年 4 月

沿革
（旧）日興證券株式会社と川島屋證券株式会社の合併、日興證券株式
会社設立

1999 年 3 月

米シティグループとの合弁により、投資銀行業務を併せて行う日興ソ
ロモン・スミス・バーニー証券会社（後の日興シティグループ証券株
式会社）が営業開始

2001 年 3 月

日興證券分割準備株式会社設立

2001 年 10 月

日興證券分割準備株式会社が、日興證券株式会社の証券業及びその他
営業の全部を承継し、日興コーディアル証券株式会社に社名変更
日興證券株式会社は、持株会社となり、株式会社日興コーディアルグ
ループに社名変更

2007 年 5 月

株式会社日興コーディアルグループ株式の公開買付が実施され、米シ
ティグループの子会社となる（後に三角株式交換により完全子会社
化）
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2009 年 6 月

日興コーディアル証券分割準備株式会社設立

2009 年 10 月

日興コーディアル証券分割準備株式会社が、旧日興コーディアル証券
株式会社の全事業と、日興シティグループ証券株式会社の一部事業等
を会社分割により承継し、日興コーディアル証券株式会社に社名変更
株式会社三井住友銀行への株式譲渡により、三井住友フィナンシャル
グループの一員となる

2011 年 4 月

SMBC 日興証券株式会社に社名変更

2016 年 10 月

三井住友フィナンシャルグループの直接出資子会社となる

2018 年 1 月

SMBC フレンド証券株式会社と合併

（2）

組織概要

ア 全体像
SMBC 日興証券の組織の全体像（2022 年 3 月 17 日時点）は、別紙 2 のとおりである。
SMBC 日興証券の業務は大要、①個人や未上場企業等を顧客として株式売買の受託、資産
運用のコンサルティング等を行うリテール業務（個人の大口富裕層顧客等のリテール顧客
に対する金融商品全般に係る営業等の業務、資産運用・資本政策全般に関する業務等を含
む。）、②上場企業や機関投資家を顧客として経営戦略のコンサルティング及びマーケット
情報の提供並びに資本市場に関わる業務（株式、債券の引受及び M&A に係る業務、セカンダ
リー23市場における有価証券売買を含む。
）等を行うホールセール業務、以上の 2 つの業務
に大別される。
BO 取引は、大口株式の売却ニーズを有する売却人を顧客とする点でホールセール業務と
しての側面があるとともに、当該株式をリテール顧客に売却する点でリテール業務として
の側面も有している。
イ 本事案に関連する部署
本事案に関連する部署の概要（2021 年 3 月 17 日時点）24は、下記図及び下記表のとおり
である。以下では、リテール顧客を担当する営業統括25下の部署を総称して「リテール部門」
26

、BO 取引においてリテール顧客を担当する個別の部署を「リテール顧客担当部署」
、売却

23

「セカンダリー」とは、既に発行されている有価証券を指す場合に用いられ、セカンダリー市場とは、
既発行の有価証券等の流通市場を意味するものとして使用される。他方、「プライマリー」とは、一般に、
新たに発行される有価証券を指す場合に用いられ、有価証券等の募集等を意味するものとして使用される。
24
なお、SMBC 日興証券では、本事案におけるＡ株式案件（2019 年 12 月 25 日）からＪ株式案件（2021 年 4
月 8 日）までの間に複数回の組織変更が行われているが、便宜上、本事案の直近時点であるＪ株式案件当
時における組織体制を記載している。また、当該組織体制の説明に係る記述も、同様にＪ株式案件当時を
前提としている。
25
統括とは、各部門を総括している役員を指し、以下「統括役員」と記載することがある。
26
SMBC 日興証券における業務分掌規程上、営業統括下の部署を「営業部門」と定義しているが、本調査報
告書においては、主にリテールの顧客を担当する部署としての説明の便宜上、
「リテール部門」と記載する。

21

人を担当するグローバル・インベストメント・バンキング統括、グローバル・マーケッツ統
括及び金融・公共・公益法人統括下の部署を総称して「ホールセール部門」
、BO 取引におい
て売却人を担当する個別の部署を「売却人担当部署」27と各称する。
【図 3

本事案に関連する部署】

【表 3

本事案に関連する部署】

組織の名称

業務内容

本事案に
直接関係する業務

経営組織
経営会議

取締役社長の諮問機関として、経営全般

コンプライアンス、リス

に関する重要事項及び取締役会に付議

クマネジメント、内部監

する事項について協議。コンプライアン

査等に関する重要事項全

ス会議、リスクマネジメント会議、内部

般について、報告を受け

監査会議等は経営会議の一部を構成。

て協議。

構成員は、取締役社長、統括役員及び取
27

事業法人営業部、各営業店の法人部法人課等の法人セールス部門が所属する部署又はプライベート・バ
ンキング部及びリレーションシップ・マネージャー（以下「RM」という。
）が所属する部署を意味する。
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組織の名称

本事案に

業務内容

直接関係する業務

締役社長が指名する他の執行役員であ
り、開催頻度は原則週 1 回。
営業統括

※リテール部門28

営業店

金融商品全般につき、リテール顧客に対

リテール顧客担当部署と

する勧誘、営業、注文の受注等。

して、リテール顧客への
BO 取引の勧誘及びリテー
ル顧客からの BO 取引の
対象となる株式銘柄の買
取りに係る受注。

プライベート・

企業経営者等（上場及び上場企業に準ず

売却人となる個人の大口

バンキング（以

る規模）を中心とする個人の大口富裕層

富裕層顧客の担当とし

下「PB」という。） 顧客の資産運用・資本政策全般に関わる

て、BO 取引に係る提案、

29

部

業務。

交渉及び売却人からの BO
取引の対象となる株式銘
柄の株式買取りに係る受
注。

グローバル・インベストメント・バンキング統括（以下、グローバル・インベストメン
ト・バンキング統括下の各部署を「GIB 部門」という。
）

※ホールセール部門

コーポレート・ビジネス本部
事業法人営

上場事業法人を中心とした顧客のセカ

売却人担当部署として、

業部

ンダリー市場におけるエクイティ・債

BO 取引に係る提案及び売

券・AM（アセットマネジメント）等の有

却人からの BO 取引の対

価証券売買や各 S&T（セールス&トレーデ

象となる株式銘柄の買取

ィング）プロダクトにおける提案・執行・ りに係る受注。
口座管理等の業務。
コーポレート・ファイナンス本部30

28

営業店のうち、法人部を有する営業店等は、上場会社や金融機関を担当しており、売却人も担当する。
また、プライベート・バンキング部は、リテール顧客担当でありながら、企業オーナーも担当しているこ
とから、BO 取引では、売却人を担当することもある。
29
以下では、営業統括下のプライベート・バンキング第一部乃至第四部、名古屋プライベート・バンキン
グ部、大阪プライベート・バンキング部、京都プライベート・バンキング室、福岡プライベート・バンキン
グ室等を総称して「PB 部」と記載する。
30
コーポレート・ファイナンス本部のほか、名古屋を中心とする地域における事業法人等に対応する名古
屋コーポレート・ファイナンス本部、大阪を中心とする地域における事業法人等に対応する大阪コーポレ
ート・ファイナンス本部があり、それぞれに名古屋事業法人部、第一大阪事業法人部及び第二大阪事業法
人部がある。
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組織の名称
事業法人部

本事案に

業務内容

直接関係する業務

国内の事業法人、金融機関・不動産投資

売却人担当部署として、

法人等に対する取引関係の総括及び調

BO 取引に係る提案、
交渉。

整に関する業務、株式・債券の引受並び
に M&A に関する業務。
ホールセール企画担当
ホールセー

GIB 部門における企画・戦略立案・推進

ル企画部

等、営業推進・戦力配置等、予算策定、 当部署とリテール顧客担
実績管理、評価等。

BO 取引における売却人担
当部署のマル管（第 3.4
参照）の調整。

金融・公共・公益法人統括

※ホールセール部門

金融・公共法人本部
金融法人部

国内外の金融機関との取引の戦略策定

売却人担当部署として、

や提案活動。

BO 取引に係る提案、
交渉。

グローバル・マーケッツ統括（以下、グローバル・マーケッツ統括を「GM 統括」といい、
GM 統括下の各部署を「GM 部門」という。
）

※ホールセール部門

グローバル・マーケッツ企画担当
グローバル・ GM 部門における事務及び営業に係る支

BO 取引に関わるエクイテ

マーケッツ

援、エクイティ本部及び金融市場本部の

ィ部、グローバル金融ソ

管理部（以下

内部管理、リーガル・コンプライアンス

リューション部エクイテ

「GM 管理部」 に関する事象への対応等。

ィ・ソリューション課等

という。
）

特に、リーガル・コンプライアンス課（以

に内部管理責任者（以下

下「LC 課」という。
）が、エクイティ本

「内管」と略す場合があ

部及び金融市場本部の内部管理、リーガ

る。
）を設置し、これらの

ル・コンプライアンスに関する事象への

部署の内部管理を総括。

対応等を担っており、担当部署別に内部
管理責任者を設置し、これを総括する。
エクイティ本部（以下「EQ 本部」という。
）
エクイティ

自己勘定口座におけるエクイティ商品

売却人に提示する BO 取

部（以下「EQ

の売買執行や、デリバティブ商品の取引

引におけるディスカウン

部」という。
） に関する業務。

ト率の決定等に EQ 部長

特に、エクイティ・トレーディング課（以

又は副部長が関わる。売

下「ET 課」という。
）は、日本株（個別

却人からの買取り、リテ

銘柄）の決め商い、BT 取引、BO 取引の実

ール顧客への売却につい

施、新株予約権付社債の売買執行、その

て、取引を執行。
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組織の名称

業務内容

本事案に
直接関係する業務

際の顧客への価格提示及び自己ポジシ
ョンの管理を行う。
エグゼキュ

上場企業、金融法人等、国内外の法人顧

事業法人営業部、各営業

ーション・サ

客を対象とする、エクイティ商品に係る

店の法人部法人課等の法

ービス部（以

営業支援、情報提供並びに取引の提案、 人セールス部門（以下、

下「EXS 部」

受注及び執行（自己の計算による注文

総称して「法人セールス」

という。
）

等）に関する業務。

という。
）が担当する売却
人からの株式売却の注文
を執行31。

グローバル

機関投資家を主対象として、債券、デリ

売却人担当部署と協働し

金融ソリュ

バティブ、エクイティ、ファンド等の低

て売却人と交渉し、BO 取

ーション部

流動性（ノンフロー）運用商品の開発・ 引に係る合意形成を進め

（旧エクイ

マーケティング業務。

るとともに、売買管理部、

ティ・プロダ

特に、同部エクイティ・ソリューション

EQ 部、エクイティ・マー

クト・ソリュ

課（以下「EQSOL 課」という。
）は、BT 取

ケティング部等の関連部

ーション部。 引、BO 取引、内製化エクイティプロダク

署への情報伝達等。

以下「EPS 部」 トのマーケティング業務を行う。
という。
）
調査本部
株式調査部

企業・産業及び市場のファンダメンタル

独立して BO 取引の対象

ズ調査を行い、国内外の機関投資家にア

となる株式銘柄について

ナリストサービスを提供。

アナリストレポートを作
成。

商品マーケティング統括
エクイティ・マ

中長期資産形成に資するポートフォリ

BO 取引に係るマニュアル

ーケティング部

オ構築推進に向けたマーケティングの

等の取りまとめ、リテー

（以下「EM 部」 実施、エクイティ商品の売買執行等に関

ル顧客担当である営業店

という。）

との窓口役としてニーズ

する業務。

調査の取りまとめ、案件
告知日における案件告知
等。
企画統括
31

売却人側からの売り注文を執行するとの趣旨であり、SMBC 日興証券における売却人に対する買い注文は
EQ 部が執行する。
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組織の名称
経営企画部

業務内容

本事案に
直接関係する業務

中期経営計画や業務計画の策定、機構改

BO 取引に関連する部署の

革、部門評価等に関する業務。

部門評価等。

人事異動、人事評価及び労務管理等の人

BO 取引に関連する部署の

事の総括に関する業務。

人事の総括。

人材育成及び研修に係る企画・立案及び

BO 取引に関連する部署の

調査・推進に関する業務。

人材育成及び研修等。

総合リスク、マーケットリスク等のリス

BO 取引に関するリスク管

ク管理の総括に関する業務。

理の総括。

人事統括
人事部
人材育成部
リスク管理統括
リスク管理部

コンプライアンス統括
コンプライアン

SMBC 日興証券及び子会社等（海外拠点を

SMBC 日興証券及び子会社

ス統括部

含む。
）のコンプライアンス態勢の整備、 等（海外拠点を含む。
）の
維持及び法令遵守状況の監督の総括に

コンプライアンス態勢の

関する業務、証券事故、不正事件、並び

整備、維持及び法令遵守

に紛争等の調査及び処理の総括に関す

状況の監督の総括。

る業務、主務官庁等の検査対応の窓口に
関する業務。
部店コンプライ

リテール部門32 の部室店33 におけるコン

リテール顧客を担当する

アンス部

プライアンス態勢の整備・維持（研修を

営業店に対するコンプラ

含む。）及び法令遵守状況の監督に関す

イアンス・リスク等に係

る業務、営業店等に対するコンプライア

るモニタリングに関する

ンス・リスク等に係るモニタリングに関

業務。

する業務。
商品・法人コン

対象部門（GM 部門・商品マーケティング

GM 部門及び GIB 部門に対

プライアンス部

統括下・GIB 部門・海外拠点）における

する、コンプライアンス

（以下「商法コ

コンプライアンス態勢の整備・維持（研

に関する企画、態勢整備

ン」という。）

修を含む。
）及び法令遵守状況の監督、商

及び監督。

品性確認及び商品説明、広告等に係る審
査・監督に関する業務、並びに対象部門
における証券事故、不正事件及び紛争等
32
33

2020 年 9 月以前はリテール部門における一部の部署を除く。
各部、各室及び各営業店の総称
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組織の名称

業務内容

本事案に
直接関係する業務

の調査に関する業務等。
売買管理部

不公正取引防止のための監視・審査及び

BO 取引の審査に関する業

法人関係情報 34 の管理に係る態勢の整

務（BO 取引発生時の事前

備・維持に関する業務、不公正取引及び

審査、BO 実施可否判断

内部者取引規制等に係る法令諸規則の

等）
、法人関係情報の管理

周知、調査機関等からの取引調査への対

に関する業務及び自己勘

応に関する業務。

定取引の監視・審査に関
する業務。

法務部

SMBC 日興証券及び子会社等の法務の総

必要に応じて、BO 取引に

括及びリーガルリスクの管理全般に関

係る契約書のレビューそ

する業務。

の他リーガルリスク管理
に関する業務。

監査担当
監査部

SMBC 日興証券の組織・機能に対する内部

BO 取引及び自己勘定取引

監査等の実施全般に関する業務、及び内

に関する内部監査。

部監査等に係る監査等委員会及び経営
会議その他機関への報告に関する業務。
ウ コンプライアンス体制
SMBC 日興証券は、監査等委員会設置会社であるところ、コンプライアンスを確保するた
めの体制として、取締役会35、監査等委員会36を頂点とし、取締役会の下位に、経営会議の一
部としてコンプライアンス会議37を設置するとともに、その内部部会としてコンプライアン
ス協議会を設けており、これらの会議体において、法令遵守、内部管理態勢の確立、整備及
34

法人関係情報とは、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第 1 条第 4 項
第 14 号において、
「法（※金商法）第 163 条第 1 項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する
公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの･･･をいう。」と定
義されている。
35
取締役会は、法令等遵守及び内部管理態勢の確立・整備に係る事項を経営の最重要課題の一つとして位
置づけ、その実践のための基本的な方針の策定及び徹底に、誠実にかつ率先垂範して取り組むこととされ
ている（コンプライアンス規程第 4 条）
。
36
監査等委員会は、①取締役の職務の執行の監査、②監査報告の作成、③会計監査人の選任、解任及び不
再任に関する議案の内容の決定、及び、④取締役（監査等委員であるものを除く。
）の選任、解任、辞任及
び報酬等についての意見の決定等を行うものとされ（監査等委員会規程第 3 条）
、また、コンプライアンス
部門によるコンプライアンスに関する重要な問題の報告の宛先とされている（コンプライアンス規程第 8
条第 2 項）。
37
コンプライアンス会議は、①コンプライアンス・ルールの制定・改廃、並びにその適正な運用に関する
事項、②業務遂行における内部管理上の問題点に関する検討及び改善策、③その他、内部管理、コンプラ
イアンスに関して必要な事項に係る事項を審議する機関とされている（コンプライアンス規程第 5 条）
。
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び強化のための重要な事項を審議することとされている。
上記体制の下、第 1 線、第 2 線及び第 3 線と称する 3 層のディフェンスライン38を設け、
各線の連携、協働による一体的なリスク管理が行われる仕組みを構築している。
このうち、第 2 線のコンプライアンス部門を統括する者として、内部管理統括責任者39を
設置し、法令等遵守の営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行わ
れるよう、内部管理態勢の整備を行わせ、その下位責任者として、コンプライアンス担当を
設け、コンプライアンス部門の業務全般の総括及びコンプライアンス・リスク管理に関する
部室店長の指揮監督を行わせている40。
また、SMBC 日興証券は、第 1 線の事業部門に、現場に近い立場にあって担当部署の役割
や業務内容に通じ、一方、業務から独立した観点から業務を牽制する役割を担う者として、
内部管理責任者を配置している。内部管理責任者は、基本的には、その配置された事業部門
の責任者の指揮監督下にあるものの、コンプライアンス・リスクが顕在化し又はそのおそれ
がある場合には、所属する事業部門の責任者だけでなく、第 2 線である商法コン所属のエリ
ア・コンプライアンス統括責任者（以下「エリコン」という。
）41に対しても報告義務を負い、
また、上記の内部管理統括責任者の指導及び監督に従って行動することとされている42。
（ア）

第1線及び第1.5線

第 1 線である事業部門自体43は、自らのビジネスに内在するリスクの管理者として、業務
計画の下、
（第 2 線とのコミュニケーションも踏まえた）四半期ごとのリスクレビューによ
りリスクの特定、評価並びにコントロール策の策定及び実施を行うことを通じて、自律的に
リスクを認識・統制することが期待されている。また、第 1.5 線の内部管理責任者が、部室
店長とともに所属部室店の活動に関するコンプライアンスに係る業務を担う者として全て
の部室店に配置され、コンプライアンスの確保に関し、部室店長を補佐して、第 1 線に近い
38

一般に、リスクガバナンスの適切性・有効性の確保を目的として整備された「3 つの防衛線」によるリス
クマネジメント体制を意味する。第 1 線は事業部門による自律的統制、第 2 線は管理部門による第 1 線の
管理・監督、第 3 線は内部監査部門による第 1 線及び第 2 線の業務監査を意味している。
39
内部管理統括責任者の役割は、①役社員に対し法令等遵守の営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活
動、顧客管理が適正に行われるよう、内部管理態勢の整備に努めること、②営業活動が法令諸規則等を遵
守し、適正に行われるよう営業責任者及び内部管理責任者を指導、監督すること、③法令諸規則等に違反
する事案が生じた場合には、法令諸規則等に照らし、適正に処理を行うこと、④法令諸規則等の遵守に関
し、行政官庁及び日本証券業協会その他の自主規制機関との適切な連絡、調整を行うこと、⑤投資勧誘等
の営業活動、顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を社長に報告することで
ある（コンプライアンス規程第 6 条）
。
40
コンプライアンス規程第 6 条及び第 7 条
41
ホールセール部門におけるエリコンは商法コンの所属、リテール部門におけるエリコンは営業管理部所
属である。
42
本調査におけるヒアリング等によれば、SMBC 日興証券において、内部管理責任者は第 1.5 線と位置づけ
る運用がなされているとのことであるため、本調査報告書では、内部管理責任者を第 1.5 線として記載す
る。
43
本事案との関係では、上記第 2.3.（2）.イのとおり、主にリテール業務やホールセール業務を担当して
いる部署が相当する。
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立ち位置で法令等に違反する行為を防止・牽制する役割が期待されている。
（イ）

第2線

事業部門を支援するコンプライアンス部門44として、コンプライアンス統括部、部店コン
プライアンス部、商法コン、売買管理部及び法務部の合計 5 部署が設置されている。これら
各部署間に上下関係はなく、その各業務内容は、業務分掌規程に従い上記第 2.3.（2）の表
3 のとおりとされている。
また、各部室店に対するコンプライアンス態勢の整備・維持の指導・監督を担う者として、
一定の地域や部署ごとにエリコンを設置している。エリコンは、重大な案件については直ち
に営業管理部長又は商法コン部長、及び必要に応じてコンプライアンス統括部長に報告し、
必要な措置を講じるものとされている45。なお、ホールセール部門におけるエリコンは商法
コンの所属、リテール部門におけるエリコンは営業管理部所属46とされている。
（ウ）

第3線

第 3 線は、内部監査部門として、独立した監査を通じてリスク管理の妥当性・有効性を検
証する部門であり、監査部がこれに当たる。その主な業務内容は、組織・機能及び子会社等
に対する内部監査等の実施に関する業務並びに内部監査等の結果についての、監査等委員
会、経営会議その他の機関への報告等とされている。
監査では、監査主任担当者が、継続的なモニタリング等の内容に加え、監査対象部署から
提出された資料を基にまず予備調査を行い、リスクへの認識、過去に実施された監査で指摘
された事項及び監査対象部署で業務上発生した異例事項等を確認の上、監査部長の承認を
得て個別監査実施計画書を作成して監査を実施し、監査終了後には、レビュー会議、監査グ
ループ担当副部長等によるレビュー等を経て監査部長の承認の下に監査報告書兼通知書を
作成し、監査対象部署に通知することとされている。

44

コンプライアンス部門の役割は、概要、①SMBC 日興証券の事業及び業務に適用される法令等の内容を十
分に理解し、この理解に基づき法令諸規則等の遵守状況を的確に認識し、適正かつ実効性あるコンプライ
アンス態勢を整備・維持すること、②コンプライアンスに関する重要な問題を遅滞なくコンプライアンス
会議（経営会議）及び監査等委員会に報告し、特に、経営に重大な影響を与える、又は顧客の利害が著しく
阻害される事案については、取締役会を含め速やかに報告すること、③法令等遵守及び内部管理態勢に係
る重要な事項並びに重要なルールの新設及び改廃の起案、④三井住友フィナンシャルグループが定める諸
規程に則り、三井住友フィナンシャルグループの関係部署に適時適切に協議・報告を行うほか、必要に応
じて適宜情報共有を行うこととされている（コンプライアンス規程第 8 条）。
45
コンプライアンス規程第 10 条
46
2020 年 9 月 28 日以前は、部店コンプライアンス部の所属である。
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【図 4
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第3
1

BO 取引の開始経緯と実施状況
開始経緯

BO 取引が開始される以前は、上場企業の大口株主が有する株式売却ニーズに SMBC 日興証
券が応える手法として、主に、以下の 3 種類があった47。
① 有価証券の売出し
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、
①多数の者（50 名以上）を相手方として行うもの又は②適格機関投資家48等のみを
相手方とする場合等に該当しないもの49（金商法第 2 条第 4 項柱書）
。
② 立会外分売
金融商品取引所における取引時間外（立会外）に、上場株式の大量の売注文を小口
に分けて、不特定多数の投資者に分売する売買方法50。
③ BT 取引
立会外取引等を通じて、まとまった規模の保有株式（上場株式）を売却したいとい
うニーズを有する売却人から、株式をまとめて相対で買い取り、これを直ちに機関
投資家等に売却するという一連の取引。
これらいずれの売却手法も大口株主の株式売却ニーズに対応するものであるところ、上
記「売出し」及び上記「立会外分売」は、多数の者に当該株式を取得させることが想定され
ており、株式分布状況の改善（特に個人株主を増やす目的）
、流動性の上昇を図るための方
策として利用されている。他方、上記「BT 取引」は特定の機関投資家等を相手方とするこ
とが想定されている点で株式分布状況の改善や流動性の向上を図るための方策としては必
ずしも有用ではない。
もっとも、
「売出し」及び「立会外分売」はいずれも、売却人情報が公表され、かつ、売
却人及び買い手間の直接取引として行われるのに対し、
「BT 取引」は、売却人情報が公表さ
れず、かつ、SMBC 日興証券が売却人から買い取り、機関投資家等に売却するという自己勘
定の売買取引を行うため、売却人の名称・属性や SMBC 日興証券との取引金額が非公表であ
るとの特徴がある。

47

そのほかにも、市場委託取引を始め、取引所が発表する売買高加重平均価格（VWAP）を基準とした「日
興 VWAP トレード」
、株式の消費貸借取引と、特約権（一定の金額で株式を買い取る権利）の付与を組み合
わせた「特約権付株券貸借取引」等の各種手法がある。
48
適格機関投資家とは、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定
める者をいい、金融商品取引業者、投資法人、銀行、保険会社、信用金庫等をいう（金商法第 2 条第 3 項
第 1 号、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 10 条）
。
49
ただし、SMBC 日興証券が主に扱う上場有価証券等は、その発行主体である株式会社が有価証券報告書の
提出義務を負っている場合等、50 名未満に勧誘するときも売出しに該当する。
50
東証が定める業務規程（以下「東証業務規程」という。
）第 42 条第 1 項参照
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さらに、
「売出し」においては、
「売出し」の対象が既開示有価証券51である場合には発行
会社からの有価証券届出書の提出は不要であるものの（金商法第 6 条）
、原則52として有価
証券通知書の財務局長への提出が求められ（同法第 4 条第 6 項本文）
、また、原則53として
発行会社作成の目論見書が必要であるため（同法第 13 条第 1 項後段）
、手続・費用面での負
担が生じるとともに、当該目論見書の記載内容に重要な点で不正確な点があれば虚偽記載
等とされるリスクを負い（同法第 21 条第 3 項）
、発行会社にも相応の負担が生じる。なお、
SMBC 日興証券にも、目論見書の作成サポート、
「売出し」に応じる投資者に対する目論見書
の交付等の手続面の負担が生じ得る。
「立会外分売」には、東証業務規程に定める手続54に従い、東証への事前届出や分売条件
の公表、買付申込時間の制限、買付申込数量の制限等の制約があり、また、発行会社による
適時開示が求められる55。
他方、
「BT 取引」は、
「売出し」や「立会外分売」におけるような開示規制や手続的要請が
なく56、手続の煩雑さを回避できるとの利点がある。
このように、上記 3 種の売却手法は、様々な点において、いわば一長一短であるところ、
SMBC 日興証券は、同業他社が大口株主から株式を取得した上でリテール顧客に幅広く販売

51

有価証券につき有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合等における当該有価証券を意味する
（金商法第 4 条第 6 項、同条第 7 項第 2 号、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下「開示府令」とい
う。
）第 6 条）
。
52
売出しが、発行者関係者等（すなわち、発行者、発行者の役員、発行者の主要株主又はその役員、発行
者の子会社等又はその役員、金融商品取引業者等を含む。以下同様。）以外の者が行う場合、又は、売出価
額の総額が 1 億円未満である場合には、有価証券通知書の提出は不要である（金商法第 4 条第 6 項但書）
。
53
例外として、発行者関係者等以外の者が売出しを行う場合で、売出価額の総額が 1 億円未満である場合
には、目論見書の作成は不要である（金商法第 13 条第 1 項後段、開示府令第 11 条の 4 第 2 号）
。
54
取引参加者である証券会社が顧客から分売により執行することを条件とする大量の売り注文を受託・執
行する場合、売買立会終了後直ちに東証に届出を行った上で、売買立会終了後に分売の条件を発表し、翌
日の午前 8 時 00 分から午前 8 時 45 分までに買付けの申込みを受け、売買を成立させる。立会外分売は届
出日の最終値段を基準にした固定された値段で行われる。東証では、立会外分売の届出を受理したときは、
分売の方法その他の必要事項を発表する。なお、個人株主の増大との趣旨に照らし、同一顧客からの買付
申込数量の制限が設けられることがある。
55
立会外分売の実施に係る証券会社及び上場会社の実務において、慣行的に開示が行われている（日本取
引所グループ金融商品取引法研究会（2019 年 10 月 25 日）による「有価証券上場規程の具体的検討（5）—
適時開示—」8 頁）
。
56
BT 取引については、①取引所金融商品市場における有価証券の売買（金商法施行令第 1 条の 7 の 3 第 1
号）
、②金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商
品市場によらないで行う上場有価証券の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図
るために行うものであって、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況
を勘案した適正な価格で行うもの（同条第 4 号）等に当たる場合、
「売出し」から除外される。なお、上記
①の取引所金融商品市場における有価証券の売買には、立会外取引も含まれる（
「金融商品取引法制に関す
る政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について（2007 年 7 月 31 日）中の「コメ
ントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」30 頁 No.57）
。
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する業務を始めたことや、2010 年 4 月 1 日付施行の金商法の改正57により有価証券の「売出
し」の定義が変更され、セカンダリー市場の取引における一定の規制緩和がされたこと等を
契機として、2012 年 1 月、BO 取引の導入に向けた検討を開始した58。これは、SMBC 日興証
券において当時から行われていた「BT 取引」の仕組みをベースに、買い取った株式の販売
先を機関投資家等からリテール顧客に変え、リテール部門のエクイティ営業の活性化を図
るとともに、企業等の保有株売却ニーズへのソリューションの選択肢を拡充するものであ
った。
すなわち、BO 取引は、
「売出し」規制等が適用されないことから59、
「売出し」や「立会外
分売」と異なり、発行会社に生じる手続的な負担を回避でき、かつ、
「BT 取引」と異なり、
リテール顧客への分散売却（対象株式の流動性の上昇）というニーズにも合致し、論理的に
は上記 3 種の売却手法の短所を解消できるものであった。もっとも、後記第 5.3 等で述べ
るとおり、その反面で、BO 取引の実施過程で、大口の株式売却が行われるという株価に影
響しかねない情報が多数のリテール顧客に拡散し、空売り60等を誘発するリスクを孕んでお
り、そのことを SMBC 日興証券は認識していた。
SMBC 日興証券は、上記検討を経て、2012 年 6 月、BO 取引を開始した。そして、大口株主
向けのマーケティング資料には、上記「売出し」
、
「立会外分売」
、
「BT 取引」及び BO 取引等
の各売却手法の要点比較に係る記載をし、営業の拡大を図ってきた。

57

2010 年 4 月 1 日施行の金融商品取引法等の一部を改正する法律（2009 年法律第 58 号）による金商法の
改正（以下「2010 年 4 月金商法改正」という。
）により、有価証券の「売出し」
（金商法第 2 条第 4 項）
、す
なわち、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で
多数の者を相手方として行う場合として政令で定めるものとの定義から、
「均一の条件で」を削除するもの
である。これは、
「売出し」につき、
「均一の条件」か否かという形式的な基準ではなく、経済実態としてプ
ライマリー的な販売勧誘（販売サイドと投資者との間の情報格差の是正のための発行開示を要する状況）
には法定開示を求め、セカンダリー的な販売勧誘（流通市場との顧客との間を取り次いでいるとみること
が実態に即していると考えられる販売勧誘）の場合には法定開示を求めないという、実態に即した整備を
行う趣旨である（立案担当者による「逐条解説 2009 年金融商品取引法改正」138 頁参照）
。
58
なお、2007 年 9 月 30 日付で証券取引法（当時）が改正され、金商法が施行された際、証券取引法施行令
（当時）の改正により、有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引として、
「取引所金融商品市場にお
ける有価証券の売買」が明記された（金商法施行令第 1 条の 7 の 3 第 1 号）
。また、2010 年 4 月金商法改正
においても、引き続き、
「有価証券の売出し」から「取引所金融商品市場における有価証券の売買」が除外
された。2010 年 4 月金商法改正により「有価証券の売出し」に係る開示ルールが見直されたが、取引所金
融商品市場における有価証券の売買については、引き続き、開示規制を適用する必要はないとされたもの
である。
59
SMBC 日興証券では、同社と売却人及びリテール顧客との間で行われる各取引は、立会外取引で行われて
おり、取引所金融商品市場における有価証券の売買（金商法施行令第 1 条の 7 の 3 第 1 号）に該当するこ
とから、
「売出し」に該当しないと位置づけられていた。
60
空売りは、一般に、証券会社から株式を借りて売り建て、決済期日までに下落した株価で買い戻して株
式を返却し、その差額で利益を狙う取引とされており、株価が下落する局面であれば、当該差益を得やす
いといえる。また、株価の下落時に空売りをする投資者が増え過ぎると、売りが売りを呼んで相場の下落
に拍車がかかる傾向にある。
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2

BO 取引の実績

2012 年 6 月以降の、BO 取引全体の件数（その一種であるワンデイオファー61を含む。
）
、
実施金額及び BO 取引収益の総額に係る概算値は、下記表のとおりである。
【図 5

BO 取引の実施金額・収益合計・件数】

年々BO 取引の実施件数が増加し、2018 年度6266 件、2019 年度 75 件に至っている。BO 取
引収益についても、2018 年度 50 億円余、2019 年度 48 億円余にのぼり、2013 年度に比較し
2019 年度において約 3 倍に増加している。2020 年度以降は、新型コロナウイルス感染拡大
の影響、複数の BO 取引の執行日を重複させず、特定の執行日につき 1 件の BO 取引のみを
実施する旨の運用変更及び本捜索等を受けた BO 取引の自粛等の要因により、実施件数及び
BO 取引収益ともに減少したが、2021 年 8 月までの総実施件数は合計 339 件63に及ぶ。
2018 年のコーポレートガバナンス・コードの改訂により、上場企業は、投資者等に対し

61

ワンデイオファーは、BO 取引の一種であり、通常の BO 取引と同様に、SMBC 日興証券が売却人から株式
を買い取り、立会外取引等を通じて、幅広い投資者に株式を売却する手法である。BO 取引との相違点は、
事前のニーズ調査を行わず、執行日当日の大引け後に、営業店がリテール顧客に対しワンデイオファー条
件（銘柄名、販売株数、販売価格、1 件あたりの販売上限株数等）を提示し勧誘し、受注を受けることで、
執行日当日の 1 日で手続を完了させるものである。
62
同年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを意味する。以下同様。
63
なお、2020 年度に 1 件が案件告知後に中止されているため、同年度の 60 件には含まれていない。
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て、政策保有株式についてその保有に係る経済的合理性等の説明が必要となったこと64及び、
上記第 2.2 のとおり、2022 年 4 月の東証の新市場区分導入にあたり流通株式数を算出する
構成要素から事業法人等の保有する政策保有株式数が除外されたこと、その上で、上場維持
基準として流通株式比率を充足する必要があること等により、結果として政策保有株式の
解消の要請が高まっている。かかる状況の中で、発行会社としては、政策保有株式の持ち主
に代わる新たな株主候補として、一般的に長期の安定保有が見込まれる個人投資家65の株主
を求める傾向にある。
BO 取引が拡大した実績の背景には、このような事情もあったものと思われる。
3

BO 取引の経営方針上の位置づけ

BO 取引では、取引実績に鑑み、売却人からの買取り価格に係るディスカウント率が概ね
2％以上に設定され、他方、リテール顧客への販売価格に係るディスカウント率は概ね 0.5％
に設定されており、実際の BO 取引収益は取引金額全体の概ね 1.5％以上見込めるものであ
った。すなわち、第 2.2 で述べたニーズ調査が現に実施され、売却先であるリテール顧客の
存在が確認されている状況も相俟って、BO 取引が実施された場合には、高い蓋然性をもっ
て、SMBC 日興証券が収益を得られるビジネスモデルであった。
SMBC 日興証券の 2020 年 3 月 16 日付「2020-2022 年度中期経営計画および 2020 年度業務
計画の件」と題する書面には、BO 取引に関し以下の記述がある。
① エクイティ部門のトレーディング力強化項目の一つとして
「ブロックトレード、ブロックオファーの推進」
② ホールセール部門を担うコーポレート・ビジネス本部の単年度財務的成果の KPI66及
び同本部（事業法人営業部/法人ソリューション室）の部店評価方針の数値目標とし
て
「ブロックオファー・ブロックトレードの案件獲得件数：90 件」
③ ホールセール部門を担う金融・公共法人本部の部店評価方針の評価項目の一つとし
て
「ブロックオファー収益の拡大（対象会社の拡大）とその他エクイティビジネスの
拡大」
上記のような BO 取引の収益が得られる蓋然性が高いこと等に着目し、
SMBC 日興証券は、

64

2018 年のコーポレートガバナンス・コードの改訂では、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方等を
開示すべきこと（原則 1-4）
、政策保有株主による当該株式売却等の申入れを妨げるべきでないこと（補充
原則 1-4①）及び政策保有株主との間の取引の経済合理性の十分な検証を実施すべきこと（補充原則 1-4②）
が新たに追加された。https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000000xbfx-att/nlsgeu0000034qt1.pdf
65
個人投資家が保有する株式数は、保有割合が 10％以上である場合等の例外を除いて、原則として流通株
式数に算定される。
66
Key Performance Indicator の略称であり、重要業績評価指標を意味する。
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将来に向け BO 取引の拡大を推進する方針であったことが窺われる。
4

業績評価・賞与算定における BO 取引収益の取扱い

BO 取引収益は、BO 取引における関係部署（売却人担当部署、発行会社担当部署67、リテー
ル顧客担当部署、EQ 部、EQSOL 課、EM 部等）における実績として配分又は考慮され68、それ
ぞれの部門の評価、及び関係部門の役員、構成員（部長を含む。以下同様。
）の賞与の算定
における要素の一つとなってきた69。
具体的には、SMBC 日興証券では、全ての部門を対象として年に 1 回の部門評価を行って
いるところ、各部署によりその影響の程度は異なるものの、BO 取引の獲得件数や BO 取引収
益も部門評価の要素となる成果目標として設定されてきた。そして、部門評価は、2019 年
度までは対象となる部門の役員及び構成員の賞与原資に、2020 年度以降は対象となる部門
の役員及び部長の賞与原資に反映されている。
また、賞与の配分にあたっては、会社全体の賞与原資から、各部門、各部署の業績達成度

67

発行会社である企業を担当する RM が所属する部署を意味する。
売却人担当部署、発行会社担当部署及びリテール顧客担当部署については、
「マル管」と呼ばれる数値を
用いて業績評価がなされる。マル管とは、SMBC 日興証券社内の営業管理上の概念的な評価数値のことをい
い、案件ごとに関係する各部署に対し、関与の度合い、貢献度等を考慮して配分され、経営上の意思決定、
部門ごとの業績測定、業績評価、人事評価等の考慮要素とするために利用されている。これに対し、マル
管に類する社内の用語として「マル財」があり、これは通常の財務上の収益を意味し、BO 取引においては、
その全額が EQ 部に計上され、引いては EQ 部を所管する EQ 本部の財務上の収益となる。また、EQSOL 課、
EM 部等には、マル管及びマル財は配分されないが、BO 取引の実績は事実上当該部署の評価要素として考慮
されている。
69
ただし、実際の賞与等の評価は収益への貢献のみでなく他の多くの要素も加味されて行われるものであ
り、また、BO 取引収益の分配自体も多くの例外があることから、あくまで SMBC 日興証券における一般的な
概要を示したものに過ぎない。
68
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に応じて割当が行われるところ、総合コース70,71、マーケットコース72等により賞与原資の
枠組みは異なるものの、当該業績達成度に各部署に応じて BO 取引の獲得件数又は BO 取引
収益も考慮され、部署の賞与原資を増加させる要素となる。
その上で、BO 取引収益の増加は、BO 取引への関与の度合いや案件組成に関する各部署へ
の貢献、当該各部署における地位（役員、部長等）及び雇用形態（総合コース、マーケット
コース）等に応じて、賞与の決定フローはそれぞれの地位等により異なるが、個別の役員及
び構成員の評価に影響してきた。特に、売却人担当部署、発行会社担当部署、リテール担当
部署、EQ 本部等については、各構成員に事前に業績目標が設定されており、BO 取引を含む
収益は当該業績目標の達成度において考慮され、各構成員の賞与の配分に影響する。なお、
各部署又は各構成員の業績と、当該賞与の配分額との相関関係は、主として所属する部門の
本部長及び各部の部長の裁量により基準が設定され、判断されてきた。
そのほか、第 2 線及び第 3 線に属する部署については、そもそも収益を得る部門ではな
いことから、BO 取引収益が、各構成員の昇給や賞与その他の人事考課に直接影響する事実
は確認されていない73。

70

SMBC 日興証券における人事体系では、社員の担当職務や専門性、キャリア観等により異なるコースが設
定され、それぞれ人事考課方法が異なる。総合コースとは、国内外において、あらゆる業務に従事するこ
とが想定されたコースであり、雇用期間は無期、全国型の総合コースの場合は転居を伴う異動がある（地
域型の場合、当該異動はない。）ことが想定されている。また、マーケットコースとは、主に GM 部門にお
いて、グローバル・マーケッツ業務に従事する者に設定される場合があるもので、雇用期間は無期、転居
を伴う異動があるとされる。
71
総合コースの社員については、人事考課及びこれに基づく昇給に関し、業績評価及びコンピテンシー評
価をその上長が行い、両評価を勘案した上で S から D までの総合評価が決まり、総合評価や役割変更等に
基づいて等級変更が行われる。報酬は等級別に一定の幅を持ったレンジが設定され、評価により昇給、降
給が行われる。そして、
「業績評価」とは目標に対する達成度であり、毎年 4 月から 5 月の段階で目標管理
シートを用いて目標設定を行い、設定した目標に対する期末での達成度により評価が行われる。また、
「コ
ンピテンシー評価」とは、経営理念、SMBC グループの全ての役職員が共有する価値観・行動指針として定
めている Five Values を踏まえ、5 段階で決定する評価とされる。コンピテンシー評価の評価項目は「お客
様重視」
、
「変化を先取りする力」
、
「成果を出す力」
、
「自己成長・人材育成」及び「他者/他部門と協働する
力」の 5 つである。コンピテンシー評価においては、職業倫理・コンプライアンスの実践度合いを 3 段階
で評価するネガティブチェックの仕組みも取り入れている。また、法令諸規則や業務上の規則を厳格に遵
守し、健全かつ適切な業務運営が行われることを支える仕組みとして、主に顧客との接点を持つ役割を持
つ社員を対象に個人コンプライアンス評価を実施している。
72
マーケットコースの社員の人事考課及び昇給については、コンピテンシー評価は行わず、業績評価、職
業倫理・コンプライアンス評価及び個人コンプライアンス評価をもとに年俸の改定と賞与の査定が行われ
る（ただし、役員及び部長については、個人コンプライアンス評価の対象外であり、各部室店のコンプラ
イアンス評価である部店（部室）コンプライアンス評価が賞与の査定にあたり考慮される。）
。かかる業績
評価には、総合コースと共通の目標管理シートを使用する。ただし、マーケットコースの社員について、
総合コースと異なり、等級制度は採用されておらず、明確な年俸テーブルはなく、担当役員が人事部に申
請し、個別に人事部が査定して年俸を調整する。昇給、降給等のない限り契約締結後は年棒が一定となり、
翌年度の年俸については担当役員の申請に基づき人事部がその採否を判断する。
73
なお、SMBC 日興証券全体の収益が上がることで、総合コースに属する職員全体に付与される賞与資金（フ
ァンド）も増加する可能性があるという意味において、会社事業収益に対する一般的なインセンティブを
否定するものではない。
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5

BO 取引の実施手順

BO 取引における各部署の役割及び実施手順は下記図のとおりである74。以下、詳述する。
【図 6

BO 取引における各部署の役割及び実施手順】

（1）

売却ニーズの把握

執行日の概ね 2 ヶ月から 3 ヶ月前75までに、売却人からの相談等を契機として76、株式売
却の意向を、売却人が法人の場合にはその担当窓口である法人セールス、売却人が個人の場
合にはその担当窓口である PB 部77（以下 PB 部と、法人セールスとを併せて「法人セールス
等」という。
）がそれぞれ把握し、当該担当窓口が、SMBC 日興証券の事業法人部、金融法人
74

下記図 6 及び本第 3.5 で述べる実施手順等は、SMBC 日興証券の BO 取引における一般的な実施手順等を
述べるものであり、各 BO 取引において一部異なる場合がある。
75
個別案件により異なる場合がある。なお、以下本第 3.5.（1）から（13）の各期日については、開示され
た個別事例も踏まえスケジュールの参考例として記載している。したがって、本 BO 取引における個別のス
ケジュールを記載したものではない。
76
RM 及び EQSOL 課において、売却人からの具体的な売却相談がされる前に、多数の個人投資家への株式売
却のニーズ（東証の市場再編等を意識した流通株式比率の維持、政策保有株式の縮減等）があると思われ
る発行会社又は株主にアプローチし、売却の打診、売却スキームの提案等を行うケースもある。また、発
行会社担当の RM 及び EQSOL 課は、売却人が株式の売却意向を有することを把握している場合において、必
要に応じて、売却人への提案と並行して、当該株式の発行会社に対し、別途、当該株式の売却スキームの
提案又は説明等を行う場合がある。
77
なお、営業店が担当窓口となることもある。
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部等の RM 及び EQSOL 課にその情報を伝達することにより、BO 取引に係る業務が組織的に開
始される。
（2）

売買管理部への事前審査依頼及び同審査

執行日の概ね 1 ヶ月前から 2 ヶ月前までに、法人セールス等又は RM は、
「ブロックオフ
ァー・ワンデイオファーに係る審査依頼申請書」を用いて、売買管理部に対し、
「売買管理
上の問題のないこと」78の事前審査を依頼する。売買審査課の審査担当者が、
「BO 事前チェ
ックシート」を用いて、その「売主」欄に、売却人情報（氏名・名称、発行会社との関係）
を記入し、BO 取引の対象となる株式銘柄の発行会社に関する金商業等府令上の「法人関係
情報」、金商法のいわゆるインサイダー規制上の「重要事実」
、当該対象となる株式に関する
直近の株価動向等の観点から一次審査を行った上79、売買管理部長の承認を得て、審査結果
を法人セールス等又は RM に通知する80。
（3）

売却スキーム等の提案、取引条件等の交渉

売買管理部による上記承認後、執行日の概ね 1 ヶ月前までに、法人セールス等又は RM81は
EQSOL 課に対し、売却人への具体的な提案の策定を依頼し、RM 及び EQSOL 課が協働して、当
該売却人に対して BO 取引を含む売却スキーム、実施時期等の提案を行い、また、売却人と
取引条件等の交渉を行う。EQSOL 課は、売却人に BO 取引を提案するにあたり、セーラビリ
ティ82の観点や、価格条件が著しく悪化するケース83、及び案件を受託できない可能性84等を
説明する。
また、EQSOL 課は、EQ 部の部長に対し、売却人からの買取価格の決定を打診し、EQ 部の
部長が上記ディスカウント率を決定する85。

78

BO 取引の業務手順を定める、EQ 本部、EQ 部等が所管するブロックオファー業務マニュアル（以下「BO
業務マニュアル」という。）には、「売買管理上の問題」の詳細は明記されていないものの、売買管理部で
は、同部が作成する「BO 事前チェックシート」を用いて事前審査する運用であった。
79
（略）
80
審査対象は申請時点のものであり、BO 取引の執行日まで当該審査結果と同等の状況が維持されているこ
とを確認するものではない。
81
売却人が個人顧客である場合は、PB 部や営業店が法人セールス及び RM の役割を担う。
82
営業店におけるリテール顧客への売却可能性との観点で、株式調査部のカバー銘柄の場合、アナリスト
レポート・コメント等を参考とし、カバー銘柄でない場合には、マーケットコンセンサス、テーマ性等を
勘案し、売上高や利益の水準・変化率等を参考データとして検証される。
83
BO 取引の対象となる株式銘柄の流動性が BO 取引に係る案件組成時と比べて低下するケース、案件組成
後に SMBC 日興証券の株式調査部によって当該株式銘柄の目標株価が大幅に下落するケース等が該当する。
84
BO 取引に係る売買管理部の事前審査後、BO 取引の対象となる株式銘柄についてファイナンス案件が生じ
た場合等が該当する。
85
なお、本第 3.5.（3）から下記第 3.5.（9）記載の案件告知までは、下記第 3.7.（1）記載の Need to Know
の原則に従い、EQ 部においては EQ 部長（EQ 部長が不在の場合は EQ 部副部長）に限定して、BO 取引に係る
情報が伝達されることとされている。
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（4）

BO 案件検討会議

BO 案件検討会議86とは、将来発生する可能性のある BO 取引の案件情報を共有し、そのス
ケジュール調整、当該案件の適合性や各 BO 取引における条件等に係る数値基準等を確認す
ることとされている会議である。執行日の 3 週間から 2 ヶ月前までに、当該会議において
個々の BO 取引について協議が行われ、その案件実施可否が判断される。本 BO 取引が行わ
れた 2019 年 12 月乃至 2021 年 4 月は、月 1～2 回の頻度で開催された。
なお、BO 案件検討会議は、個別の BO 取引の実施可否に係る協議及び判断のほか、BO 取引
全体に係る方針や問題点の検討等も行っていた。
（5）

EQSOL 課、売買管理部及び EQ 部の協議並びに EQ 部による実施可否の判断等

売却人の BO 取引の選択、実施時期及び売却株式数等の取引条件に係る意向が大枠で確定
した後、執行日の概ね 1 ヶ月から 2 ヶ月前までに、EQSOL 課は、売買管理部及び EQ 部に対
し、
「ブロックオファー・ワンデイオファーチェックリスト」87（以下「BO チェックリスト」
という。
）を電子メールで順次回付する方法により、両部の確認を受け、最終的に、EQ 部が
BO 取引の実施可否を判断する88。
（6）

日程確定及び EM 部長への伝達

BO 取引の実施日程等が確定した後、執行日の概ね 1 ヶ月前までに、EQSOL 課は、
「ブロッ
クオファー・ワンデイオファー日程確定連絡表」を作成し、商品マーケティング企画部長、
EM 部長、同部業務推進課長、部店業務推進部長、同部副部長及び同部部店業務課長へメー
ル連絡により情報を共有する。
なお、BO 業務マニュアルによれば、当該情報の共有は、リリース前の情報取得者89に限ら
れており、その他の者への BO 取引に係る情報の伝達は、下記第 3.5.（7）の場合を除き、
86

商品マーケティング本部長（副本部長含む。
）
、EQ 本部長（副本部長等を含む。
）
、商品マーケティング企
画部長、EM 部長、EM 部業務推進課長、EPS 部長、同部 EQSOL 課長、株式調査部担当者で構成される（ホー
ルセール企画担当及びホールセール企画部長はオブザーバーとして参加することが可能。）
。
87
BO チェックリストには、事前チェック項目として、顧客情報等、案件内容（銘柄、数量、執行予定日、
売却数量の出来高 25 日の移動平均倍率、リテール顧客及び売却人の各ディスカウント率、リテール顧客担
当部署のマル管等）
、情報管理、流動性チェック、銘柄チェック及び株式調査部カバー内容の各項目が列挙
されている。なお、上記第 3.5.（2）の「BO 事前チェックシート」とは異なるチェックリストである。
88
BO 業務マニュアル上、EQ 部が EQSOL 課と協議の上案件の実施可否等を決定するとされているところ、実
際は、EQSOL 課から BO チェックリストを電子メールで売買管理部及び EQ 部に順次回付する方法により最
終的に実施可否が決定されている。BO チェックリストでは、EQSOL 課がまず顧客情報、案件内容、情報管
理、流動性、銘柄、株式調査部のカバー内容等の事前チェック項目を記入し、次に売買管理部が事前審査
を行った日付を記入し、最後に EQ 部が、上記事前チェック項目を確認の上、案件実行可否の判定を行って
いる。なお、BO 業務マニュアル上、EQ 部による実施可否判断の考慮要素として、
「価格形成上の問題（市
場価格への影響）について EQ 部及び GFPS 部（※EPS 部を指す。
）エクイティ・ソリューション課が売買管
理部と協議したこと」が定められているが、当該チェックリストの回付を除いて、当該協議は別途行われ
ていないとのことである。
89
なお、リリース前の情報取得者には、法人セールス等、RM、EQSOL 課、EQ 部長（不在の場合は EQ 部副部
長）
、BO 案件検討会議出席者、EM 部長、売買管理部等が含まれる。
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下記第 3.5.（9）の案件告知日における EM 部長による案件告知の時点まで禁止される。す
なわち、上記メールの受信者及び上記第 3.5.（1）乃至（5）の各手続にて事前審査、価格決
定及び売却人との条件協議を行った者（法人セールス等、RM、EQSOL 課、EQ 部長（不在の場
合は EQ 部副部長）
、BO 案件検討会議出席者、EM 部長、売買管理部等90）以外への伝達は禁
止されていた。
（7）

関係者への配信、ストラテジーウェブへの掲載

上記第 3.5.（6）の情報共有を受けて、執行日の 1 ヶ月から 2 ヶ月前までに、EM 部長は、
EM 部業務推進課の構成員から選抜した担当者に案件情報を伝達し、事務フローの確認を行
う。当該担当者は、アクセス権を限定したフォルダにて営業店への電子メール配信等の作業
を行う。また、EM 部業務推進課の担当者は、
「ブロックオファー・ワンデイオファー予定表」
の案件告知日の欄に全国型又は地域限定型91の別、目安件数92の有無及び金額規模93を記載し、
これを SMBC 日興証券の役職員全てが閲覧可能なストラテジーウェブに掲載する。
（8）

売却人との合意

上記第 3.5.（5）以降、執行日の 2 日前までに、RM 及び EQSOL 課は、売却人と協議の上、
契約書を作成して BO 取引に係る契約を締結する。ただし、売却人が適格機関投資家等の場
合において、同契約書が作成されない場合もある。
（9）

リテール部門への案件告知日における案件告知

当該 BO 取引に係る株式のリテール顧客に対する販売を担当する各営業店に対し当該 BO
取引案件の株式銘柄等とその買取りの勧誘等を求める、いわゆる「案件告知」は、執行日の
3 日前から 1 日前までに行われる94ところ、各部の対応は以下のとおりである。
① EM 部業務推進課長は、地域限定型の BO 取引の場合、案件告知日の前引け後（11 時
30 分以降）
、EPS 部長、EQSOL 課の担当者、及び同課の内部管理責任者に目安配分表
95

を配信する。

② EQSOL 課は、案件告知日の大引け後（15 時以降）速やかに、案件詳細について BO チ

90

ただし、BO 取引の対象銘柄がアナリストレポートのカバー銘柄ではない場合は、投資情報部長及び国内
株式課長に対しても情報共有がなされ、当該株式銘柄に関するレポート（社内限）の作成依頼が行われる。
また、地域限定型の BO 取引の場合、発行会社を担当する支店長及び本部長も含まれる。
91
特定の地域の営業店のリテール顧客に限定して販売する BO 取引をいう。
92
目安となるリテール顧客の件数を指す。目安件数の仕組みについては下記第 3.5.（10）参照。
93
なお、当該時点では、BO 取引となる株式銘柄名や BO 取引の対象となる株式銘柄の総数等は掲載されて
いない。
94
BO 業務マニュアル上では、案件告知は執行日の 1 日前乃至 3 日前に行われるとされているが、通常は執
行日の 1 日前に行われる運用がなされていた。
95
地域限定型の BO 取引における、各都道府県の支店に対し割当がなされる株式の目安株数、目安金額、基
準配分率等を記載したエクセルシートを意味する。
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ェックリストを添付の上、ET 課へ電子メールで連絡する。
③ EQ 部長（EQ 部長の不在時は EQ 部管理職等）96は、当該株式銘柄、BO 取引に係る株
式総数、想定売却価格、1 件あたり最低買付申込み株数、最大買付申込み等の条件、
マル管、ニーズ調査期間等を「ブロックオファー案件シート」に記載し、EM 部長に
連絡する。
④ EM 部長97は、顧客ニーズを調査するため、案件告知日の 15 時 30 分頃に、各営業店
に対し、一斉送信の方法で告知メール98を送付し、併せて同内容の情報をストラテジ
ーウェブへ掲載することにより、SMBC 日興証券内で BO 取引に係る情報をリリース
し、案件告知を行う。
（10）

営業店からの顧客ニーズの集約及び販売株式の配分

EM 部担当者は、案件告知後直ちに、
「目安株数・目安件数・最低限配分」表をストラテジ
ーウェブに掲載し、各営業店に対し、BO 取引の買い手であるリテール顧客のニーズを調査
し、
「ブロックオファー需要申告」へのニーズ入力を随時行うよう電子メール等で促す。
下記第 3.5.（11）における各営業店のニーズ調査の後、EM 部担当者は、ニーズ調査の締
切時刻（原則として、BO 取引の執行日の正午）に営業店からのニーズ株式数を集計の上、
同株式数と顧客件数を基に配分し99、営業店ごとの注文入力上限株数（割当上限株数）100を
算出して、EM 部長に報告する101。

96

SMBC 日興証券から提示を受けた資料によれば、ET 課長又は ET 課の構成員から送付されている。
実際の運用上、EM 部長は告知メールを送付しておらず、EM 部担当者により、第 3.5.（10）記載の「目安
株数・目安件数・最低限配分」表の掲載及び各営業店への電子メール（④記載の告知メール）等による方法
で周知がなされている。
98
告知メールには、BO 案件発生の旨、銘柄名及びその株式総数、想定売却価格、その他 1 件あたり最低買
付申込み株数、最大買付申込み等の条件、マル管、ニーズ調査期間、当該株式銘柄のアナリストレポート、
「目安株数・目安件数・最低限配分表」等を記載するとともに、リテール顧客への勧誘にあたっての留意
点として、BO 案件は、売却人の状況や相場状況等から中止となる可能性があることとともに、禁止行為等
を記載する。
99
当該配分に係るルールは以下のとおりである。なお、目安株数及び目安件数に応じて最低限配分の株数
を配分するルールは、2019 年 9 月 2 日以降に導入され、導入後は 7 割弱の案件で目安株数及び目安件数が
設定されていたが、2019 年末以降、新型コロナウイルスの拡大により、営業店の販売活動が制限されたこ
とを受け、目安件数が設定されなくなり、2020 年度では、1 件の BO 案件を除いては、目安件数は設定され
ていない。
① 全国版 BO 取引に関しては、全体のニーズ株数倍率が（数字を略）倍以上の場合、ニーズが「目安株数
及び目安件数」以上の部店には最低限配分の株数を配分する。
② 地域限定型 BO 取引に関しては、全体のニーズ株数倍率が（数字を略）倍未満でもニーズが「目安株数
及び目安件数」以上の部店には最低限配分の株数を配分する。
③ 全体の最低限配分後の残りの株については、株数による比例配分と件数による比例配分を勘案した配分
を行う。
100
ニーズ調査における目安件数及び目安株数に応じて、BO 取引の執行日の大引け後に確定した案件総株
数から各営業店に配分された株数をいう。
101
なお、各営業店の裁量により、ニーズ調査に参加しないことも可能である。
97

42

（11）

ニーズ調査

案件告知後、各営業店によりニーズ調査が行われる。各営業店の営業員は、
「ブロックオ
ファーに関するチェックリスト」を参照しながら、リテール顧客に対し、①BO 取引の株式
銘柄、②想定売却価格（実施日の主取引所の○％程度下等）
、③1 件あたりの買付申込み最
低株数、最大株数等の条件、④ニーズ調査期間、⑤当該株式銘柄のアナリストレポート等に
よる概要、⑥BO 取引は売却人の状況や相場状況から中止される可能性がある旨、⑦顧客要
望どおりの株数の買付けができない可能性がある旨、⑧執行日において当該株式銘柄の信
用売り建玉102のある顧客は、買付けできない旨、⑨BO 取引は立会外取引等を通じて、SMBC
日興証券が相手方となって行う取引である旨、⑩（買取りニーズを示した顧客に対し）ニー
ズ調査期間は、迅速に連絡が取れる状態にあるよう努める旨等の留意点103等を伝達し、リテ
ール顧客の買取り希望株数を調査する。その上で、各営業店は、執行日の 12 時までに「ブ
ロックオファー需要申告」へ当該顧客ニーズの入力を行う。
（12）

執行日当日の大引け前

BO 業務マニュアル上、EQSOL 課は、執行日当日（通常は案件告知日の翌日104）
、売却人か
らの買取り注文を受注する直前又は売却人担当者に正式な受注を依頼する直前に、売買管
理部に「売買管理上の問題がないこと」を確認し、BO 取引実施の可否につき承認を受ける
こととなっている。しかし、実際には、執行日の午前中に、EQSOL 課から売買管理部に対し、
BO 取引の執行につき「売買管理上の問題がないこと」を電話で確認しており、この際、売
買管理部売買審査課の担当者は、運用上、執行日までに新たに BO 取引の対象となる株式銘
柄の発行会社に係る法人関係情報が法人関係情報管理システムに登録されていないかのみ
を確認した上で、当該取引の実施可否を判断している。
EQSOL 課は、売買審査課の担当者より、電話で実施承認を受けた後、相場状況、売却人の
状況等を踏まえた上で、売却人に対し、当日に売却人保有株式の売却を実施するか否かにつ
き、当日大引け後、売却人の最終的な意向確認を行う105。

102

信用取引で売りを行い、反対売買されずに残っている未決済銘柄をいい、かかる取引で実際に保有して
いない株式を売却することから空売りともいう。
103
ニーズ調査の際に、
「○株（程度）お渡しできる。
」といった顧客への配分可能な株数の提示（明示、概
数を問わず禁止）や、「売りが出るから先に売っておきましょう。」等の勧誘・誘導は社内ルールで禁止事
項とされている。
104
BO 業務マニュアル上は、案件告知日の 1 日後乃至 3 日後とされている。
105
なお、BO 業務マニュアル上、EQ 部及び EQSOL 課は、当日の日中足により大幅な株価下落が認められる
等、価格形成上において懸念があると認める場合、あるいは売買管理部により売買管理上の問題から当該
案件が実施不可であることを伝えられた場合には、売却人に対し当日の執行見送り、又は当該案件の見送
りを提案することができるとされているが、実際にかかる当日の日中足の確認を行った事実、公正な価格
形成上の懸念について検討した事実や売買管理部より売買管理上の問題から当該案件が実施不可であるこ
とを伝えた事例は確認されなかった。
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（13）

執行日当日の大引け後

執行日当日の大引け後に行われる事項は以下のとおりである。
① 大引け後、EQSOL 課は、速やかに当該株式銘柄の終値からあらかじめ決定していた
ディスカウント率を乗じて、買取価格を計算した上で、売却人から BO 取引の対象と
なる株式銘柄の買取りを受注する106。
② 上記①を踏まえ、EQSOL 課から報告を受けた EQ 部長は、その判断で、BO 取引の対象
となる株式銘柄の買取りを執行する。EQ 部は、案件総株式数、リテール顧客への売
却価格、マル管の計算を行い、これらの情報を EM 部に連絡する。
③ EM 部の担当者は、EQ 部により最終確定された案件総株式数をベースに、営業店ごと
の注文入力上限株式数を最終確定する。また、営業店への一斉メール及びストラテ
ジーウェブ上にて、BO 取引実施の旨、BO 取引の条件、入力締切時刻等の留意事項及
び各営業店ごとの注文入力上限株式数を記載する。
④ 各営業店は EM 部からの上記連絡を受け、リテール顧客に対し、
「ブロックオファー
に関するチェックリスト」を参照し、銘柄、配分株式数、価格、当該株式銘柄の信
用売り建玉がないこと、当日同銘柄を売却していないこと等を確認及び説明の上107、
BO 取引の対象となる株式銘柄に関して、顧客からの買い注文を受注する108。
⑤ ET 課は EM 部業務推進課から回送された BO 取引における SMBC 日興証券から顧客へ
の売却に関する注文データに異常がないことを確認し、自己対当用の口座109をもっ
て、BO 取引の対象となる株式銘柄が上場されている取引所の ToSTNeT 市場等（立会
外取引）でクロス取引110を執行する111。

106

売却人からの受注及び執行のフローは顧客の性質によって異なるが、主に、売却人が法人の場合は、法
人セールス、EXS 部又は EQSOL 課が売却人からの売り注文を受注し、EXS 部が執行し、売却人が個人の場合
は、PB 部又は営業店が受注し、EM 部が執行する。なお、EXS 部又は EM 部による執行は、売却人側からの売
り注文を執行するとの趣旨であり、SMBC 日興証券における売却人に対する買い注文は⑤のとおり EQ 部が
執行する。
107
BO 業務マニュアル及び各営業店で周知されている「ブロックオファーに関するチェックリスト」上、当
該株式銘柄の信用売り建玉が建てられていないこと（空売りをしていないこと）を確認する旨記載されて
いるが、一部の営業員のヒアリングによれば、各営業員において、
「ブロックオファーに関するチェックリ
スト」の説明事項を読み上げる等、単に当該株式銘柄の空売りをしていないことを口頭で確認をするにと
どまり、それ以上に、他の証券会社で実際に空売りをしているか否か等に踏み込んで確認する等の運用は
されていないとのことであった。
108
各営業店に配分された株式数のうち、買付けを希望した各リテール顧客に何株配分するかは各営業店の
裁量で決定される。そのため、必ずしもニーズ調査時の各リテール顧客の買取り希望株数に比例して配分
されるわけではない。
109
自己の売り注文及び自己の買い注文を約定させるために使用する口座をいう。
110
特定の銘柄の注文において、同一銘柄及び同数量の買い注文及び売り注文を同時に行う取引をいう。
111
BO 取引においてリテール顧客への売却後に売却残が発生した場合、ET 課は、EQSOL 課と連携し、機関投
資家等法人顧客を対象に買い手を探し、可及的速やかに転売を行うことができる。
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6

BO 取引執行日当日の市場での取引の審査

（1）

売買審査業務の流れ

BO 取引に係る株式に限らず、売買管理部売買審査課は、SMBC 日興証券の顧客及び SMBC 日
興証券自体（以下「顧客等」という。
）による上場株式の売買等につき不公正取引が行われ
ていないかのチェックを日々行っており、これは売買審査と呼ばれている112。具体的には日
本証券業協会（以下「日証協」という。
）及び東証等の金融商品取引所が定める基準等に準
拠して、TIMS113とよばれる売買動向監視システム等を用いて機械的に抽出した審査対象取引
について、売買審査課の売買審査業務マニュアル（以下「売買審査業務マニュアル」という。
）
に基づき、取引日の翌営業日に審査を行い、その結果、不公正取引に繋がるおそれがあると
認識した場合には、その取引を行った顧客等に対し、注意喚起等の措置をとることになる。
2019 年頃における上記売買審査業務の詳細は、以下のとおりである。
① 銘柄抽出基準を満たす銘柄の売買を行った顧客等のうち、それぞれの銘柄抽出基準に
紐づく顧客抽出基準を満たす顧客等114が行った、当該銘柄の注文及び取引を抽出する
（以下、かかる抽出結果を、
「顧客抽出結果」という。
）115。なお、各抽出基準におけ
る閾値（パラメータ）は、日証協が定めた数値を基にして、売買管理部が TIMS 上で
設定する。
② また、顧客抽出結果とは別に、顧客抽出基準を満たす顧客等が行った全注文及び全取
引のうち、売買形態116に応じた分析基準（以下「売買形態分析基準」という。
）を満た
す注文及び取引を抽出する（以下、かかる抽出結果を、
「売買形態分析結果」という。
）
117

。なお、日証協は、売買形態の分析項目及び分析内容を定めており、各分析内容に

対応する分析基準の具体的な閾値は、売買管理部が数値を決定し TIMS 上で設定して
いる。
③ 売買審査の担当者は、自らの担当する店舗コードの「顧客抽出結果」及び「売買形態
分析結果」について、売買管理部内の抽出理由に応じた「措置」を行うか否かの基準
（以下「措置基準」という。）及び基本的な審査の着眼点118に照らして、過去の措置例

112

SMBC 日興証券「不公正取引の防止のための売買管理に関する規程」第 1 条参照。日本証券業協会「不公
正取引防止のための売買管理体制の整備に関する規則」は、協会員が係る社内規則を制定して売買管理を
行い、協会が定める抽出基準に従って、売買審査を行った結果、不公正取引に繋がるおそれを認識した場
合には注文の受託を停止する等の措置を講じ併せて協会に報告することを求めている。
113
TIMS とは、注文、約定、マーケット等のデータを連携し、事前に設定した日証協の審査基準等に沿った
処理を行い、不公正取引の疑義があるデータ（銘柄、顧客及び顧客による売買形態）を自動的に抽出する
仕組みをいう。
114
店番号及び口座番号ごとに顧客等を識別するため、SMBC 日興証券の口座であっても、口座番号が異なれ
ば、異なる顧客等として扱う。
115
（略）
116
（略）
117
空売り規制等の一部の売買形態の分析項目については、顧客抽出基準によって抽出された顧客等に限ら
ず、全顧客等の全取引に対して適用しているものもある。
118
例えば、共通の着眼点として、
（略）といった着眼点が売買審査マニュアルに記載されている。
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等も勘案した審査を行う。
④ 当該審査の結果、不公正取引に繋がるおそれがある取引と認める場合には、取引を行
った顧客等に対し、注意を促すための「措置」をとる。
「措置」の種類は、a）ヒアリ
ング、b）配慮要請、c）注意喚起及び d）注意（受託停止）の 4 種類であり、a）から
d）の順に実施される119。
⑤ 売買審査担当者において、措置の要否判断に迷った場合、まずは審査担当者間で相談
し、それでも判断できない場合は売買審査課長に判断を求める。
⑥ 措置をとった場合、当該取引の内容、措置の内容等を「措置記録表」に記載している。
また、形式的に措置基準を満たすものの、措置を行わない場合には、その理由等を「検
討記録表」に記載する。
（2）

上記売買審査に関連する基準及び売買審査手法

本自己勘定取引に関連する、顧客抽出結果及び売買形態分析結果に対応する基準は以下
のとおりである。
【表 4

銘柄抽出基準及び顧客抽出基準】

抽出項目
出来高関与
【表 5

銘柄抽出基準
（略）

（略）

（略）

売買形態分析基準】

分析項目
（略）

顧客抽出基準

分析内容

売買形態分析基準

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

また、本自己勘定取引に関連する抽出項目又は分析項目に応じた措置基準は以下のとお
りであり、
（略）を要件としている。

119

売買審査マニュアル上、a）
「ヒアリング」とは、顧客属性、売買動機、営業担当者による注文受託状況
等のヒアリングを行い、取引実態を把握すること、b）
「配慮要請」とは、不自然な取引が継続する場合で、
不自然な取引を自粛するよう配慮要請を行うこと、c）「注意喚起」とは、不公正取引に繋がるおそれのあ
る取引であって注意喚起を行うこと、また、同様の売買形態が継続する場合には、該当部店に改善の要請
や注文受託の停止等の規制措置を行う可能性のある旨の注意喚起を行うことをいい、d）注意（受託停止）
とは、配慮要請・注意喚起にもかかわらず売買形態に改善が見られない場合、監督官庁等からの注意を受
けた場合、法令諸規則等の違反に繋がる可能性が高い場合、又は、過失等により事態が重大と判断した場
合に必要に応じ該当する営業店に改善の要請や注文受託停止等適切な措置を講じることをいうとされてい
る。
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【表 6

措置基準】

対応する抽出項

措置基準（SMBC 日興）

目/分析項目
出来高120関与/
（略）

備考

（略）にわたり、高市場関与率となるものを指導 関与率は（略）程
又は措置する。

度を目安とする。

（略）

【売買形態分析】 （略）を措置する。明らかな影響が確認できなけ
（略）

れば（略）以後に措置する。

基本的な審査の着眼点に基づく審査の手法につき、売買管理部Ｔは、ヒアリング121におい
て、1 日のチャート全体を見た上で、特に大引け前（略）の株価の上げ幅・下げ幅に着目し
ており、値動きがある程度存在する場合には（略）により行っている旨を述べている。
（3）

売買審査の性質

TIMS での上記売買審査は、SMBC 日興証券が行う委託売買及び自己勘定取引の全てが対象
とされ、同じ抽出基準・分析基準・措置基準を用いた画一的な審査が行われている。また、
TIMS 上、当該株式銘柄が BO 取引の対象になっている株式銘柄であることや BO 取引の執行
日であることは表示されず、実際にもその点を加味した審査は行われていない122。そのため
本自己勘定取引に対する審査も、当該 BO 取引に関連づけられないまま、すなわち、当該 BO
取引と同一株式銘柄の SMBC 日興証券による自己勘定取引が市場で行われているか否かの観
点を欠いたまま、通常の売買審査として行われてきた。なお、措置記録表によれば、2019 年
1 月から 2021 年 6 月までに行われた措置 1,879 件中、自己勘定取引についての措置はヒア

120

「出来高」とは、期間中に成立した売買の数量のこと。株式の場合、1 日、1 週間など、ある一定期間内
に売買が成立した株数を指す。また、
「市場出来高」とは、市場における出来高のこと。本調査報告書にお
いて、
「出来高」又は「市場出来高」は、別段の指定がない限り、市場における 1 日の特定の銘柄の売買数
量を意味する。
121
本調査報告書において、実施者について特段の言及がない場合、
「ヒアリング」とは本委員会が実施し
たヒアリングを意味する。
122
上記第 3.5.（9）のとおり、BO 取引の対象となる株式銘柄等は案件告知日にストラテジーウェブに掲載
され審査担当者も閲覧可能な状態にはあるが、本自己勘定取引当時の審査担当者である売買管理部Ｔのヒ
アリングによれば、かかる情報は意識して確認しておらず、BO 取引の対象銘柄であるとの観点での審査は
行っていないとのことであった。売買管理部Ｕもヒアリングにおいて、BO 取引の対象となる株式銘柄であ
ることを意識した審査はしていなかった旨を述べている。なお、BO 取引執行日の翌日に前日のクロス取引
のデータを EQ 部から、売買管理部に送っており、これによっても、BO 取引の執行日における BO 取引の対
象銘柄の売買であることは知ることが可能であった。
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リング 13 件、配慮要請 1 件の合計 14 件であった123。
また、売買管理部では、自社発行 EB 債のヘッジ取引124や、引値保証取引に係るヘッジ取
引125等のように相場操縦・安定操作取引規制等に抵触する潜在的リスクのある類型の取引に
ついては、上記の TIMS での売買審査とは別個に審査を行っていたが、BO 取引の執行日にお
ける自己勘定取引については、相場操縦・安定操作取引規制等に抵触するような態様・目的
で行われる潜在的なリスクを想定していなかったため、別個の審査の対象にしていなかっ
た。SMBC 日興証券では、審査項目の追加は、東証のガイドライン126、日本取引所自主規制法
人（以下「自主規制法人」という。
）が行う考査での指摘事項等の外部的な契機により行わ
れていた。売買管理部において、既存の商品につき不公正取引のリスクの有無・程度を見直
す動きはなく、EQ 部が相場操縦・安定操作取引規制等に抵触する取引を行うリスクを洗い
出す作業も行われていなかった。
さらに、売買審査担当者 1 人当たりの TIMS による 1 日の審査件数は、2016 年度は 1,021
件であったところ、2017 年度は、1,364 件、2018 年度は、1,946 件、2019 年度は 2,483 件、
2020 年度は 2,392 件と、増加していく傾向にあった。
7

BO 取引に関する情報管理体制

（1）

BO 業務マニュアル上の情報管理体制

SMBC 日興証券では、主要株主の異動等の情報が含まれていない限り、BO 取引に関する情
報であることのみをもって「法人関係情報」に該当するとの整理はなされていない127。もっ
123

売買管理部Ｔのヒアリングによれば、同氏が、自己勘定取引の審査をしていた際、自己勘定取引で措置
に至ったものは 2 回ほどとの記憶であり、売買管理部Ｖのヒアリングによれば、同氏は、2021 年 6 月から
自己勘定取引の審査を担当しているところ、自身が審査を担当したもので、SMBC 日興証券による自己勘定
取引につき「措置」に至ったケースは 1 件あったかどうかという記憶で、措置に至るものはほとんどなか
ったとのことである。また、同部Ｖによれば、売買審査マニュアル上の「措置」の内容は、顧客からの売買
注文を受けて行う委託売買の場合が想定されたものになっており、SMBC 日興証券が行う自己勘定取引に対
する措置は、通常、電話で行うこともあるが、近時は記録を残す観点から必要な担当者を CC に入れて電子
メールで送るとの運用を行っているとのことである。もっとも、通常は、TIMS で抽出された自己勘定取引
に関し、EQ 部の担当者に取引の内容を確認し、その理由が判明すれば問題ないものとして、
「措置なし」と
して記録に残すケースが大半とのことである。例えば、2022 年 3 月 11 日においても、売り注文と買い注文
が同一の口座であったので、TIMS でクロス取引として抽出されたものに関して、EQ 部ポートフォリオ・ト
レーディング課に確認し、複数のバスケット取引を行った際にたまたま目的の違う株が同じ口座にあった
のでクロス取引の形になった旨の回答を受け、問題ないと記録に残したとのことである。
124
EB 債に内包されるプットオプション等の価格変動リスクを回避するために、参照銘柄の株式の売買を
行ういわゆるデルタヘッジと呼ばれる取引で、特にノックイン価格や権利行使価格等の近辺では比較的ま
とまった株数の売買が行われる場合がある。
125
引値保証取引を受託した証券会社が価格変動リスクを回避するために、とりわけ立合終了接近時に行う
いわゆる事前ヘッジと呼ばれる取引で、事前ヘッジとして執行した平均価格が終値よりも有利な場合には
証券会社のディーリング益となる。
126
「引値保証取引等に関するガイドライン」
、
「シンジケートカバー取引に関するガイドライン」等
127
2012 年 4 月 1 日付の金融商品取引業等に関する内閣府令の施行並びにこれに関連する同年 2 月 10 日付
「平成 23 年金融商品取引法等改正（1 年以内施行）に係る政令・内閣府令等に対するパブリックコメント
に係るコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」の内容を踏まえ、主要株主の異動が生じる
等一定の場合を除き、法人関係情報には該当しないとの整理を行ったとのことである。
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とも、公平性及び公正性（案件情報を利用しての不適切な勧誘の防止）の観点から、BO 業
務マニュアルにより、法人関係情報に準じた取扱いを行うものとし、案件告知日における案
件告知前に、営業店等に案件情報が漏れることのないよう、Need to Know の原則に従い、
情報管理を行うこととされている。そして、Need to Know の原則に基づかない情報伝達（ほ
のめかし及び推測を含む。
）を行うことは厳禁とされている128,129。
（2）

各営業店での情報管理体制

上記第 3.7.（1）の運用に加え、営業店の売却人担当（法人セールス等及び RM）では、BO
取引に関する情報の管理体制として、Need to Know の原則に従い、案件告知日における案
件告知前までは、上記第 3.5.（6）のとおり、限られた案件関与者及びそのレポーティング
ライン（役員、副本部長、補佐、部長等）の限りで情報を共有することとされており、同部
署内でも必要な範囲に限定して情報共有を行うこととされている。また、上記第 3.5.（9）
のとおり、BO 取引に係る案件情報（銘柄名及びその株式総数、想定売却価格等）が各営業
店に周知されるのは、案件告知日における案件告知の時点である。

128

BO 業務マニュアル上、Need to Know の原則について以下の定めがある。
① 案件に係る受注･執行に向けた準備及び体制整備を行う必要のある者は、原則、リリース前の情報取得
者とする。
② 情報取得者は、リリース前に、社内外・部内外の別を問わず、Need to Know の原則に基づかない情報
伝達（ほのめかし及び推測を含む。
）を行うことは厳禁とする。
③ 情報取得者が、Need to Know の原則によりリリース前の情報取得者以外の者に情報を伝達する場合に
は、以下の手続を遵守する。
・案件を実施する上で、Need to Know の原則に即した者か否かについて、事前に EQ 本部内の情報取
得者の管理職、EPS 部内部管理責任者及び商法コンに相談する。
・情報を伝達する者は、新たに情報を取得する者に対して、情報管理の趣旨及び法人関係情報に準じ
た取扱いが必要であることを理解させ、情報漏えいは厳禁であること、並びに、非情報取得者との
情報共有が必要な場合には、情報取得者の管理職及び EPS 部内部管理責任者及び商法コンに事前に
了解を得た上で伝達することを必ず理解させる。
そのため、上記第 3.5.（1）から（9）までのプロセスにおいては、上記リリース前の情報取得者以外の
者には、BO 取引に関する情報は伝達しない運用とされている。
129
なお、各関係者が Need to Know の原則を順守し、同原則に基づいて対応することが求められているの
みで、BO 取引における同原則の運用に関して、特段の周知、研修等は実施されていない。
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第4
1

本自己勘定取引に係る事実関係
Ａ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況130

本 BO 取引の売却人はＫであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は（略）事業法人
部（部署名の一部を略。以下、
（略）事業法人部について同様。
）であった。2019 年 4 月、
株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」という。
）
（略）
（部署名を略。以下、三井住
友銀行（略）について同様。）からの情報連携を受け131、Ｋが（略）株式を売却する意向が
ある旨の情報に基づき、
（略）事業法人部は、Ｋとの協議を開始した。
（略）
。
2019 年 10 月当時、SMBC 日興証券は、Ｋが、
（株数を略）132のＡの株式（略）売却に係る
業務については SMBC 日興証券を含む証券会社（数字を略）社に振り分ける方針である旨の
認識を有するに至っていた。
（略）事業法人部とＫ側との面談を経て、2019 年 10 月 30 日、SMBC 日興証券の EQSOL 課
Ｗ133から EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等を提示してほしい旨を依頼した。そして、
（日付
を略）
、EQ 部Ｘの回答に基づき、（略）事業法人部は、Ｋに対して、BT 取引による場合及び
BO 取引による場合のそれぞれについて、以下のとおり、
（略）条件提示を行った。
（略）
2019 年（日付を略）
、
（略）事業法人部Ｙは、Ｋより、Ａの株式の売却手法を BO 取引とす
ることを確定したとの連絡を受領した。その結果、2019 年（日付を略）付で、SMBC 日興証
券は、Ｋとの間で、大要以下の内容の売買契約を締結した。
【表 7

Ａ株式案件の契約概要】
268 万 6,000 株134

売買数量
売買価格

執行日の終値×（数字を略）％
135

フロアー設定 の有無

（略）

マーケティング期間136

2019 年 12 月 24 日～同月 25 日

130

本第 4 で記載している（各銘柄における本自己勘定取引の客観的態様の記載を含む。
）
、特定の時刻にお
ける株価、取引の態様、株式の注文数、取引数、市場の状況、会話の内容等を除くメール及び電話の送信及
び発信の時刻、並びに書面等で公式な記録が残されていない売却人側及び発行会社側の情報、意向及び言
動等に関しては、一部 SMBC 日興証券より申告を受けた情報、事実又は提示を受けた営業活動記録のみに依
拠している。
131
SMBC 日興証券によれば、三井住友銀行及び SMBC 日興証券は、Ｋから、SMBC 日興証券に対する情報連携
について、包括的な同意書を得ているとのことである。
132
（略）
133
本調査報告書で記載する SMBC 日興証券の役職員の肩書は、主に本事案当時の役職名を用いて記載して
いる。
134
Ｋが保有する残りのＡの株式の処分状況は不明である。
135
売却人との売買契約上、SMBC 日興証券の買取価格の下限を定めることをいい、BO 取引の場合、終値基
準で売買価格が決まるため、執行日の終値が一定の金額を下回った場合には BO 取引（売却人から SMBC 日
興証券への対象株式の売却）を行わない旨を定めることになる。
136
BO 取引の案件告知後、ニーズ調査が行われる期間をいう。
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売買実行日（BO 取引の執

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

行日をいう。以下同様。
）
その他特記事項
（2）

（略）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ａの株式に係る本自己勘定取引137,138の状況及びこれに
関する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らか
になったものは下記表のとおりである139。
【表 8

Ａ株式案件の自己勘定取引の状況】

時刻

株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2019 年 12 月 24 日：案件告知日（執行日前日）
9:44

EQSOL 課Ｚが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:00 過

5,350

SMBC 日興証券の株式調査部のアナリストレポートの報告において、
（略）業界関

ぎ

(終値)

連株の目標株価が引き下げられ、Ａの目標株価は 6,700 円から 5,900 円に変更。

15:07

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:35

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

12 月 25 日：執行日当日
9:00

5,140
(始値)

10:03

5,150

EQSOL 課Ａｂと（略）事業法人部Ｙとの通話：
（具体的な内容については略）

12:00
12:28

5,120140

ニーズ調査締切。
EQSOL 課Ａｂと（略）事業法人部Ｙとの通話：
上記 12 月 24 日 15 時過ぎの欄に記載のアナリストによる（略）業界関連株の評
価の引下げに関連し、株価下落の理由についてＫ及びＡに対する説明の仕方を協
議。

137

本第 4.1 における「本自己勘定取引」の用語は、Ａの株式に係る本自己勘定取引を指す。
公訴提起の対象である本自己勘定取引のほかにも、本調査対象株式の自己勘定取引がなされているが、
下記表では、本自己勘定取引に限定して記載している。以下、他の本調査対象株式において同様。
139
表中、
【】内の表示は、発注者を意味する。また、表中、ある時刻における取引が存在しない部分は、直
前の取引時点における株価を記載している。また、各注文形態の意味内容は次のとおり。
指値：希望する売買価格（買いの場合は上限価格、売りの場合は下限価格）を指定して発注すること。
引け指し：引けの時点で執行される条件での指値取引。買いの場合、終値が引け指値より低ければ、終値
で売買が成立することになる。
140
前場の終値。以下 12 時時点の株価について同様。
138
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14:13 ～

5,050

14:18

～5,060

14:24

5,070

引け指し 2 件

5,200 円 各 10 万株141 合計 20 万株【
（発注者を略）
】

（略）事業法人部Ｙと EPS 部Ａｃ、EQSOL 課Ａｂ、EQ 本部Ａｄとの通話：
（具体的な内容については略）

14:26 ～

5,060

14:27

～5,080

14:54

5,060

指値 2 件

5,050 円～5,060 円 各 1 万株 合計 2 万株【
（発注者を略）
】

引け指し

5,200 円 10 万株【
（発注者を略）
】

～5,070

15:00

5,070
(終値)

15:01

EPS 部から EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:08

Ｋとの間で、268 万 6,000 株のＡの株式について、約定通りのディスカウントレ
ートに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り
執行。

15:18

EM 部Ａｅから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式の営業店ご
との配分数の結果を電子メールにて送付。

15:27

EQSOL 課Ａｂと（略）事業法人部Ｙとの通話：
（具体的な内容については略）

15:28 ～

（口座番号を略）における 31 万 4,800 株を（口座番号を略）に移動142。
【（行為

15:32

者を略）
】

16:28

EM 部マーケティング課Ａｆと同部Ａｇとの通話：
（具体的な内容については略）

17:00

（略）事業法人部ＹからＫ宛てに BO 取引における SMBC 日興証券の買取りが完了
した旨の電話連絡。

17:13

終値の 0.5％ディスカウント値（5,044.65 円）にて、BO 取引における SMBC 日興
証券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 112 店
の営業店を通してリテール顧客に対して行われた。総約定件数は、4,249 件。

18:20

本 BO 取引について、各営業店から寄せられた意見、及び要望が EM 部の役職員の
間で電子メールで共有されており、その中に、「本日の出来高が異常に多いのは
目標株価引き下げでは説明がつかないと思う。当社の支店で BO だからと言って
売りを進めているところがあるのか、そのようなことをやってもいいのか。
」
「大
引けの 1 分間で日中出来高の半分近くできているが、当社が買い支えなどをやっ
ているのか。
」という意見あり。この内容は、同日 18 時 37 分、商品マーケティ

141
142

本自己勘定取引は、いずれも買い注文である。
（略）
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ング本部ＡｈからＡｉ副社長（当時）にも電子メールで共有。

12 月 26 日
9:05

商品マーケティング本部Ａｈと EM 部マーケティング課Ａｆとの会話の中で、商
品マーケティング本部Ａｈより、Ａの株式について「今エクイティでもポジショ
ンとってるじゃない。これ買いとかもあるし。
」との発言がある。

15:43

（略）事業法人部Ａｊが、EQSOL 課Ａｋに対し、電子メールにて、
（略）事業法人
部Ａｌ、同部Ａｊが、Ａ側に対し、Ａの株価下落に係る報告を行った旨を伝えて
いる。
（具体的な内容については略）

12 月 27 日
Ａｍ執行役員が、商品マーケティング企画部Ａｎに対し、電子メールにて、
「引き
続き BO 銘柄の課株143下落の問題が深刻化していると聞いており、これが続けば
ビジネスの継続性に問題が生じかねませんので、よく検討していただきたいこと
です。
」と発信。（略）
。

2020 年 1 月 10 日
EQ 本部作成の 2020 年 1 月 10 日付の「商品部門報告会資料」144には、本 BO 取引
に関し、自社のアナリストレポートで目標株価が執行日前日の夕方に大幅に引き
下げられ、さらに翌日の執行日に株価が 5％超下落した中で BO 取引が実施され
たことに対し一部営業店で困惑した模様との報告及び今後の対応策（案件告知後
に営業担当の EM 部が関係するレポートの配信の有無を確認すること等）の記載
がなされている。ただし、当該「商品部門報告会資料」には、本自己勘定取引に
ついての記述はない。

1 月 14 日
（略）事業法人部Ｙが、Ｋを訪問し、Ａの株式に係る BO 取引について報告を行
う。
（具体的な内容については略）

1 月 23 日
BO 案件検討会議の議事録に、「EM 部Ａｇから」として、
「昨年末に実施したＡの
件、アナリストの独立性は尊重すべきであるが、EM 部及び EPS 部のレポート配信
の把握は改善課題として捉えるべき」との記載がある。

143

「株価」の誤記と思われる。
商品部門報告会は、各部門の本部長及び副本部長が、各部門の実績、動向等について報告する会議であ
り、通常月 1 回行われる。参加者は、会長、社長、営業統括、GM 統括、グローバル・マーケッツ企画担当
/部長、企画統括/担当、EQ 本部長/副本部長、金融市場本部長/副本部長、商品マーケティング統括/本部長
/副本部長/部長、グローバル・キャピタル・マーケット本部長、ホールセール企画担当であるとされてお
り、
「社長報告会」と呼称されることもある。
144
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＡ株価の推移145
【図 7

Ａ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.1.（2）の表 8 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 32 万株の
買い注文を入れ、うち 31 万 4,800 株が約定に至っている。その際に使用された口座は ET 課
の（口座番号を略）の口座である146,147。
ウ 関連する事実関係
（略）

145

下記図 7 のチャートは株価の推移の概要を示す概略図であり、必ずしも各時点での正確な株価の対応関
係を示すものではない。以下同様。
146
この口座は、
「イベント関連や大きなテーマ」に用いられるものとされており、イベントとは、主要指数
（日経 225、MSCI Japan 等）を構成する銘柄入れ替えの対応、TOPIX 指数の浮動株比率（FFW）の変更に伴
う対応、コーポレートアクション（新規株式発行等により株式数が増加等）による指数用上場株式数の変
更に伴う対応等を指すとされている。ただし、
（略）は、ヒアリングにおいて、この口座は、ET 課のポジシ
ョン調整のために用いられていた旨を述べている。
147
本自己勘定取引では本調査対象株式全てでこの口座が使用されている。
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エ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｋから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＡの株
式を 5,044.65 円でリテール顧客に売却しており、
その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 9

Ａ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益148

（略）

Ａ

2019/12/25

268 万 5,000 株

13,544 百万円149

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 37 万株～約 50 万株の間で
推移し、始値は 5,390 円～5,580 円、終値は 5,350 円～5,600 円で推移していた。
執行日当日のＡの株式の市場出来高は約 175 万株に増加したが、当日始値は 5,140 円と
前日終値 5,350 円から下落し（騰落率150 －3.92％151）
、その後も株価の下落傾向が続き、14
時頃には当日の安値 5,040 円まで下落し、終値は 5,070 円であった。13 時 59 分の時点で
は、同時点の株価である 5,050 円以下に約 50 万株の引け売り注文が出されていた。これに
対する引け買い注文の数量は約 5 万株であり、ザラ場の注文152と合算しても同時点の株価
付近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 10

Ａ株式案件の買い注文】

時刻

執行方法

注文値段

注文数量

①

14 時 13 分

引け指値

5,200 円

10 万株

②

14 時 18 分

引け指値

5,200 円

10 万株

③

14 時 26 分

ザラ場指値

5,060 円

1 万株

④

14 時 27 分

ザラ場指値

5,050 円

1 万株

⑤

14 時 54 分

引け指値

5,200 円

10 万株

148

BO 取引により売却人から買い受けた株式が立会外取引においてリテール顧客に全て販売されなかった
場合、残りの株式を市場で売却することがあり、その際に発生する収益もここでいう BO 取引収益に含めて
いる。
149
100 万円未満切り捨て。以下同様。
150
ここでは、前日終値と当日始値を比較した変動割合を指す。以下同様。
151
小数点以下第 4 位未満切り捨て。以下同様。
152
前引け又は大引けにのみ執行される注文である引け条件付注文（引け注文）等の執行条件付注文に対し、
ザラ場の注文は、執行条件がついておらず、引けに限らず執行される。
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なお、本自己勘定取引の買シェア率（執行日の出来高株数に対する本自己勘定取引による
買い株数の割合。以下同様。）は、17.91％153であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で EQ 部の全口座において約定したＡの株式の立会内取
引154のうち、3 万株を超える155同株式の取引は 1 件（7 万 7,600 株）であった156。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ （略）
（略）
エ 価格均衡点
終値は 5,070 円であったが、上記第 4.1.（4）.ア.①、②及び⑤の引け指値注文を差し引
いて算出した大引け時点の価格均衡点157は 4,995 円であった。
オ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＡの株式 31 万 4,800 株は、移管された
（口座番号を略）の口座にて、2020 年 1 月 6 日～同月 8 日にかけて、小口取引を中心にし
たアルゴリズム取引158により売却され、SMBC 日興証券における損益率は－0.34％であった。
カ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日及
び執行日翌日を除く執行日前後 6 ヶ月間でＡ株式の取引を行った事実はない。

153

小数点以下第 3 位を四捨五入。以下買シェア率の計算において同様。
本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
155
引け指値注文の合計数量の 10 分の 1 を目安とし、これを超える取引がどの程度行われているかを確認
した。
156
当該取引を行った口座の取引内容は、
「VWAP（G）売り（価格規制ありのヘッジ）
」とされている。また、
当該取引の直後に同一口座から立会外単一銘柄取引により、より大きな株数での逆取引がなされており、
当該取引は顧客からの注文を受けた VWAP 取引（VWAP を基準とした取引）のヘッジ取引であると推察され
る。
157
終値は、取引所の売買成立方式である「板寄せ方式」に従って、売り注文と買い注文を価格優先順位の
高い注文（より安い売り注文とより高い買い注文）から順次対当させながら、数量的に均衡する値段で決
定される。ここでは、大引け時点で実際に出されていた売り注文から特定の引け買い注文を差し引いた数
量と、実際の買い注文の数量とが均衡する値段を価格均衡点と呼んでいる。注文は相互に影響しており、
仮に、ある注文が当該時点でなされなかった場合に、その後どのような注文状況になっていたかは予想で
きないため、価格均衡点は終値を予想したものでないことに留意されたい。
158
コンピュータがマーケットの価格推移等から最適な発注タイミングを判断して自動的に売買の注文を
出す取引をいう。
154

56

（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2019 年 11 月 25 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｙから電子メールによる事前審
査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて159、当該株式銘柄による BO 取引を行うこと
に関する売買管理上の問題がないことを確認し、同月 26 日、
（略）事業法人部Ｙに対し、電
子メールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2019 年 12 月 13 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し、BO チェックリスト160を添付
して、その内容を確認した旨を回答した。
2019 年 12 月 25 日 9 時 1 分、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｚに対し電話で、BO 取引を行
うことに関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＡ株式の市場での自己勘定取引につき、2019 年 12 月 26 日、TIMS
において、①顧客抽出基準により、
（口座番号を略）が「買出来高関与（
（約定）
（抽出内容
を略））
）」として、また、②売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」
161

としてそれぞれ抽出されたが、審査を担当した売買管理部Ｔは、いずれも同日 7 時 26 分

に「措置なし」とした162。
「措置なし」とした理由について、特段の記録は残されておらず、売買管理部Ｔは、ヒア
リングにおいて、当時の記憶は曖昧であるものの、
（略）で行われている取引ではない旨、
また、抽出理由を問わず特に（略）に注目していたが、最終的には 5,070 円で引けており
（略）問題ないと判断し措置しなかったのだと思う旨を述べている163。なお、後記第 4.3、
第 4.6 及び第 4.7 の案件において TIMS で抽出されたデータの審査で「措置なし」とした理
由についても、上記と同様、
（略）で同じ値段で指していて、かつ、
（略）が続いているとい
ったわけではなく、
（略）の観点からも問題がないため、措置しなかったのだと思う旨を述
べている。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）

159

なお、SMBC 日興証券によれば、Ａ株式案件及びＢ株式案件においては、実際に使用された BO 事前チェ
ックシートは見当たらなかったとのことであるが、同チェックシート記載の項目の検討及び説明が行われ
たとのことである。
160
（略）
161
（略）
162
なお、売買管理部Ｔは、7 時 26 分に上記のほか 514 件を一括して「措置なし」としており、7 時 22 分
～7 時 27 分の約 6 分間で計 4,254 件（同日のＴの審査件数 5494 件の約 77％）を「措置なし」としている。
163
また、14 時 54 分の引け指値 10 万株（指値 5,200 円）の注文を「措置なし」とした理由につき、株価が
下がっている状況でポジション調整のために買ったということであれば特段おかしいとは思わない旨、
（略）
ことは発注者の感覚によるところもあり、絶対に問題とは言い切れない旨を述べている。
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2

Ｂ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＬであり、SMBC 日興証券における発行会社担当部署は（略）事業法
人部（略）であった。2019 年 8 月、
（略）事業法人部Ａｑが、Ｂ側から、ＬよりＢの株式の
売却の相談を受けていること及びＢにおいて売却方法を検討していることを聞き、これを
受けて、同年 9 月、Ｂに対し、Ｂの株式の売却を BO 取引で行うことを提案した。
（略）
。以
上の経過を経て、BO 取引に係る協議が開始された。
（略）
2019 年 9 月当時、Ｂは、SMBC 日興証券での BO 取引の時期はＬの意向を尊重するとの方
針であった。2020 年 1 月 10 日、EQSOL 課Ｗは EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の提示を
依頼し、その結果を受領した上、（日付を略）
、Ｌに対し、BO 取引の案内資料を持参して説
明を行った。その結果、SMBC 日興証券は、Ｌとの間で、大要以下の条件での売買を合意し
た（略）
。
【表 11

Ｂ株式案件の契約概要】

売買数量

79 万 0,700 株164

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 2 月 26 日～同月 27 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

2020 年 1 月 29 日、EQSOL 課Ａｒと（略）事業法人部ＡｑがＢを訪問し、Ｌが保有するＢ
の株式の売却に関し、同年 2 月下旬に 79 万 0,700 株を BO 取引により売却することを説明
した。
（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｂの株式に係る本自己勘定取引165の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 12
時刻

164
165

Ｂ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

（略）
本第 4.2 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｂの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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2020 年 2 月 26 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

2,883
(終値)

15:03

EQSOL 課Ａｓが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:16

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:33

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

2 月 27 日：執行日当日
9:00

2,739
(始値)

9:31

2,705
～2,707

10:16

2,665
～2,670

10:48

2,658

EPS 部Ａｃと EQSOL 課Ａｔとの通話：
（具体的な内容については略）
EQSOL 課ＷとＬ側との通話：
（具体的な内容については略）
EQSOL 課ＷとＬ側との通話：
（具体的な内容については略）

11:09～

2,587

14:09

～2,636

11:18

2,638

頃

指値 19 件 2,575 円～2,600 円 200 株～500 株

合計 7,200 株【
（発注者を略）
】

ET 課Ａａと同課Ａｕとの通話：
（具体的な内容については略）

12:00

2,612

ニーズ調査締切。

12:56

2,609

EQSOL 課Ｗと金融法人部Ａｖとの通話：
（具体的な内容については略）

14:19

2,609

引け指し

2,600 円

14:28～

2,590

指値 4 件

2,590 円～2,600 円 各 300 株 合計 1,200 株【
（発注者を略）
】

14:43

～2,608

14:48

2,587

頃
14:49

～2,588
2,586

5 万株【
（発注者を略）
】

ET 課Ａｕ、同課Ａａの間の通話：
（具体的な内容については略）
引け指し

2,600 円 5 万株【
（発注者を略）
】

～2,594

14:54

2,601
～2,604

14:59

2,600

ET 課Ａａ、同課Ａｕ、EQ 部Ｘの間の会話：
（具体的な内容については略）
引け指し

2,580 円 5 万株【
（発注者を略）
】

～2,604

15:00

2,600
(終値)
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15:02

EPS 部から EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:21

Ｌとの間で、79 万 0,700 株のＢの株式について、約定通りのディスカウントレー
トに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り執
行。

15:25

EM 部Ａｗから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式の営業店ご
との配分数の結果を電子メールにて送付。

15:27

EQSOL 課ＷとＬ側との通話：
（略）後日データを取りまとめて共有することを提案、了承。

16:11

EQSOL 課Ｗと金融法人部Ａｖとの電子メール：
受注報告及びＢの株価下落についての内容。

16:56

EQSOL 課Ｗと金融法人部Ａｖとの通話：
EQSOL 課ＷからＬからの当日の電話内容を報告し、今後の対応を協議。

17:17

終値の 0.5％ディスカウント値（2,587 円）にて、BO 取引における SMBC 日興証券
からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 108 店の営
業店を通して、その顧客に対して行われ、総約定件数は、1,446 件。

17:18

EQSOL 課Ｗと金融法人部Ａｖとの通話：
金融法人部ＡｖからＬにアポイントを入れた事実が伝えられた上、株価の下落に
ついて、マーケット要因と BO 取引による要因があり、BO 取引のフローや、何故
そのフローでやると影響が出るかにつきＬの社内説明が必要である旨、そのため
直近 20 銘柄の BO 取引について資料を作成する等の内容。

3月3日
EQSOL 課Ｗ及び金融法人部ＡｖがＬを訪問し、Ｂの株式に係る BO 取引について
報告を行う。
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＢ株価の推移
【図 8

Ｂ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.2.（2）の表 12 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 15 万 8,400
株の買い注文を入れ、うち 6 万 5,800 株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｌから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＢの株
式を 2,587 円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 13

Ｂ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｂ

2020/2/27

79 万 0,700 株

2,045 百万円

（略）
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（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 5 万株～約 11 万株の間で推
移し、始値は 2,873 円～2,998 円、終値は 2,883 円～2,992 円で推移していた。
執行日当日のＢの株式の市場出来高は約 62 万株に増加したが、当日始値は 2,739 円と前
日終値 2,883 円から下落し（騰落率 －4.99％）
、その後も株価の下落傾向が続き、13 時 44
分頃 2,587 円まで下落した。その後上下し、14 時 49 分頃、当日の安値 2,586 円まで下落し
たが、引け前 10 分間で 2,600 円台に上昇し、終値は 2,600 円であった。
13 時 43 分の時点では、同時点の株価である 2,588 円以下に約 10 万株の引け売り注文が
出されていた。これに対する引け買い注文の数量は約 1 万株であり、ザラ場の注文と合算し
ても同時点の株価付近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 14

①

Ｂ株式案件の買い注文】

時刻

執行方法

注文値段

注文数量

11 時 09 分

ザラ場指値

2,575 円

計 7,200 株・各 200 株

～2,600 円

～500 株・19 件

～14 時 09 分
②

14 時 19 分

引け指値

2,600 円

5 万株

③

14 時 28 分

ザラ場指値

2,590 円

計 1,200 株・各 300 株・

～2,600 円

4件

～14 時 43 分
④

14 時 49 分

引け指値

2,600 円

5 万株

⑤

14 時 59 分

引け指値

2,580 円

5 万株

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、10.45％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で EQ 部の全口座において約定したＢの株式の立会内取
引166のうち、1 万 5,000 株を超える同株式の取引はなく、最大の取引株数は 5,100 株であっ
た。
（略）。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ 価格均衡点
終値は 2,600 円であったが、上記第 4.2.（4）.ア.②、④及び⑤の引け指値注文を差し引
いて算出した大引け時点の価格均衡点は 2,506 円であった。

166

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
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エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＢの株式 6 万 5,800 株は、
（口座番号を
略）の口座にて、2020 年 3 月 2 日～同月 5 日にかけて、アルゴリズム取引を含む小口取引
を中心に全て売却され、SMBC 日興証券における損益率は－4.41％であった。
オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.2.（4）.ア及びエの取引以外にＢの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 1 月 17 日、売買管理部Ａｐは、
（略）事業法人部Ａｑから電子メールによる事前
審査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うこと
に関する売買管理上の問題がないことを確認し、同月 20 日、
（略）事業法人部Ａｑに対し、
電子メールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 2 月 13 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 2 月 27 日 9 時 23 分、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し電話で、BO 取引を行
うことに関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
本自己勘定取引に用いられた（口座番号を略）の口座において執行日当日に行われたＢ株
式の市場での取引は、TIMS により抽出されていない。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
3

Ｃ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＭであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は（略）PB 部（部
署名の一部を略。以下、
（略）PB 部について同様。
）であった。2020 年 6 月、Ｃより、発行
会社担当部署である（略）事業法人部に対し、ＭがＣの株式を売却する意向がある旨が伝え
られた。これを受け、2020 年（日付を略）に、
（略）PB 部Ａｘ、同Ａｙ、
（略）事業法人部
Ａｚは、Ｍ及びＣを訪ね、Ｃの株式の売却に関する協議を開始した。
（略）
。
上記の 2020 年（日付を略）の面談において、
（略）PB 部は、BO 取引、BT 取引等の売却方
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法を説明してＭ側と協議した結果、BO 取引が選択された。これを受けて、2020 年 7 月 9 日、
EQSOL 課Ａｓから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の確認の依頼がなされ、同日中に回答
があった。その結果、2020 年（日付を略）
、SMBC 日興証券は、Ｍ側との間で、大要以下の内
容の売買契約を締結した。
【表 15

Ｃ株式案件の契約概要】

売買数量

20 万株167

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 8 月 5 日～同月 6 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｃの株式に係る本自己勘定取引168及びこれに関する
SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかになっ
たものは下記表のとおりである。
【表 16
時刻

Ｃ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 8 月 5 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

12,030

EQSOL 課Ａｓが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

(終値)

15:12

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:26

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

8 月 6 日：執行日当日
9:00

11,410
(始値)

9:42

11,160

Ｍ側と（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

9:48

11,180

EQSOL 課Ａｓと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（略）PB 部ＡｙからＣの株価の下落について、Ｍ側の状況を報告。

167
168

（略）
本第 4.3 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｃの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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9:50

11,160

Ｍ側と（略）PB 部Ａｘとの通話：
（具体的な内容については略）

11:51

（略）事業法人部Ａｚと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

12:00

11,170

12:12

ニーズ調査締切。
Ｍ側と（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

14:07

10,920
～10,930

14:13

10,940

（略）PB 部Ａｙと EQSOL 課Ａｔとの通話：
（具体的内容については略）
Ｍ側と（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的内容については略）

14:27

10,950

Ｍ側と（略）PB 部Ａｘとの通話：
（具体的内容については略）

14:29

10,950
～10,960

14:35

10,960

EQSOL 課Ａｔと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（略）PB 部ＡｙからＭの動向を連絡。
（略）PB 部Ａｙと EQSOL 課Ａｔとの通話：
（略）PB 部ＡｙからＭ側の動向を連絡。

14:40

EQ 部Ｘ、ET 課Ａａ、ET 課Ａｕの間の通話：

頃

（具体的な内容については略）

14:42

10,920
～10,930

14:43

10,920

EQSOL 課Ａｔと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）
引け指し

1 万 1,000 円 1 万株【
（発注者を略）
】

指値 4 件

1 万 0,920 円～1 万 0,930 円 300 株～1,000 株 合計 1,900 株
【（発

～10,930

14:43～
14:45
14:48～

10,920
～10,930
10,910

14:56

～10,950

14:54

10,930
～10,940

14:55

10,930
～10,940

注者を略）
】
指値 14 件 1 万 0,910 円～1 万 0,950 円 各 100 株

合計 1,400 株【
（発注者

を略）
】
EQ 部Ｘ、ET 課Ａｕ、EPS 部Ａｃ及び（略）の間の会話：
（具体的な内容については略）
EQSOL 課Ａｔと EPS 部Ｂａとの通話：
（具体的な内容については略）

14:56

10,930

引け指し

1 万 1,000 円 1 万株【
（発注者を略）
】

14:56～

10,920

指値 7 件

1 万 0,910 円～1 万 1,000 円 100 株～200 株 合計 800 株【
（発注

14:59

～11,010

者を略）
】

14:59

10,920

引け指し

1 万 1,000 円 3 万 1,100 株【
（発注者を略）
】
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～11,010

指値 4 件 1 万 1,000 円
引け指し
指値

15:00

100 株～200 株・合計 500 株【
（発注者を略）
】

1 万 1,000 円 5,000 株【
（発注者を略）
】

1 万 1,000 円 100 株【
（発注者を略）
】

11,000
(終値)

15:02

EPS 部から EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:06

Ｍ側と（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

15:12

EPS 部Ｂａと EQSOL 課Ａｓとの通話：
（具体的な内容については略）

15:19

Ｍ側との間で、20 万株のＣの株式について、約定通りのディスカウントレート
に基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り執
行。

15:21

EQSOL 課Ａｔと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

15:28

（略）事業法人部Ａｚと（略）PB 部Ａｙとの通話：
（具体的な内容については略）

15:35

（略）PB 部Ａｙと（略）PB 部Ｂｂとの通話：
（具体的な内容については略）

15:39

EQ 部ＸとＢｃ副社長との電子メール：
（具体的な内容については略）

15:50

EQ 部ＸとＢｃ副社長との通話：
（具体的な内容については略）

16:53

（略）PB 部Ｂｂと EQSOL 課Ａｔとの通話：
（具体的な内容については略）

17:12

終値の 0.5％ディスカウント値（1 万 0,945 円）にて、BO 取引における SMBC 日
興証券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、
SMBC 日興証券の全国 106
店の営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、796 件。

8月7日
11:19

EQ 部Ｘと EQSOL 課Ｗとの通話：
（具体的な内容については略）
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＣ株価の推移
【図 9

Ｃ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.3.（2）の表 16 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 6 万 0,800
株の買い注文を入れ、うち 3 万 7,700 株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｍから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＣの株
式を 1 万 0,945 円でリテール顧客に売却しており、
その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 17

Ｃ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｃ

2020/8/6

20 万株

2,189 百万円

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 2 万株～約 10 万株の間で推
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移し、始値は 1 万 1,290 円～1 万 2,410 円、終値は 1 万 1,240 円～1 万 2,430 円で推移して
いた。
執行日当日のＣの株式の市場出来高は約 20 万株に増加したが、当日始値は 1 万 1,410 円
と前日終値 1 万 2,030 円から下落した価格（騰落率 －5.15％）から始まり、その後も株価
の下落傾向が続き、14 時 40 分頃には 1 万 0,940 円前後まで下落し、終値は 1 万 1,000 円で
あった。14 時 40 分頃の株価 1 万 0,920 円以下に約 6 万 5,000 株の引け売り注文が出されて
いた。これに対する引け買い注文の数量は約 1 万株であり、ザラ場の注文と合算しても同時
点での株価付近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 18

Ｃ株式案件の買い注文】

時刻

執行方法

注文値段

注文数量

①

14 時 43 分

引け指値

1 万 1,000 円

1 万株

②

14 時 43 分

ザラ場指値

1 万 0,920 円

計 1,900 株・各 300 株

～1 万 0,930 円

～1,000 株・4 件

1 万 0,910 円

計 2,800 株・各 100 株

～1 万 1,000 円

～200 株・26 件

～14 時 45 分
③

14 時 48 分
～14 時 59 分

ザラ場指値
（ ア ル ゴ ・ INLINE

169

10 ％

170

）

④

14 時 56 分

引け指値

1 万 1,000 円

1 万株

⑤

14 時 59 分

引け指値

1 万 1,000 円

3 万 1,100 株

⑥

14 時 59 分

引け指値

1 万 1,000 円

5,000 株

171

（アルゴ・INLINE10％ ）

5,000 株から 4,900 株
に変更

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、18.27％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＣの株式の立会内
取引172のうち、5,600 株を超える同株式の取引は 1 件（6,900 株）であった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
169

INLINE とは市場出来高に追従するためのアルゴリズム。％は市場出来高への追従率を意味する。設定し
た値段、数量の範囲内で、市場出来高に合わせて自動で注文を行う。
170
当初追従率 8％、注文値段上限 1 万 1,000 円、注文数量上限 1 万 5,000 株で設定されていたものである
が、この間設定の変更が、複数回行われている。追従率は 8％から 10％、10％から 8％に複数回変更され最
終的に 10％となり、注文数量上限は、1 万 5,000 株から 7,000 株に変更されている。
171
③と同じアルゴリズムにより発注されたものであるが、引けでの出来高の増加に合わせて、引け条件で
発注されているため、③のザラ場の注文とは分けている。
172
本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
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ウ （略）
（略）
エ 価格均衡点
終値は 1 万 1,000 円であったが、上記第 4.3.（4）.ア.①、④及び⑤の引け指値注文を差
し引いて算出した大引け時点の価格均衡点は 1 万 0,820 円であった。
オ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により購入した SMBC 日興証券が購入したＣの株式 3 万 7,700 株は、
（口
座番号を略）の口座にて、2020 年 8 月 7 日及び同月 11 日に、アルゴリズム取引を含む小口
取引により売却され、SMBC 日興証券における損益率は＋4.17％であった。
カ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.3.（4）.ア及びオの取引以外にＣの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 7 月 8 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ａｚから電子メールによる事前審
査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うことに
関する売買管理上の問題がないことを確認し、同日、
（略）事業法人部Ａｚに対し、電子メ
ールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 7 月 28 日、EQSOL 課Ａｓは、売買管理部Ａｐに対し、BO チェックリストを送付
し、その内容の確認を依頼したところ、同日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ａｓに対し、BO
チェックリストを添付して、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 8 月 6 日 10 時 28 分、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ａｓに対し電話で、BO 取引を
行うことに関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＣ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 8 月 7 日、TIMS に
おいて、顧客抽出基準により、
（口座番号を略）が「買出来高関与（
（約定）
（抽出内容を略）
）
」
として、また、売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」としてそ
れぞれ抽出されたが、
審査を担当した売買管理部Ｔは同日 7 時 56 分にいずれも
「措置なし」
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とした173。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
4

Ｄ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＮであり、SMBC 日興証券における発行会社担当部署は（略）支店法
人部（部署名の一部を略。以下、
（略）支店法人部について同様。
）で、売却人担当部署は PB
（略）部（部署名の一部を略。以下、PB（略）部について同様。
）であった。2020 年（日付
を略）、
（略）支店法人部Ｂｄ及び PB（略）部Ｂｅは、Ｎ側を訪問し、Ｎが同年 8 月にＤの
株式 50 万株を BO 取引で売却する意向を有していることを確認した。
（略）
。
（略）
2020 年 7 月 16 日、SMBC 日興証券の BO 案件検討会議において、
「営業本部長が了承する
ことを条件として」地域限定型の BO 取引として承認することとなった。
2020 年 7 月 27 日、EQSOL 課Ｚから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の確認の依頼がな
され、同日中に回答があった。
2020 年（日付を略）
、（略）支店法人部Ｂｄは、WEB 面談においてＤ側に BO 取引の説明を
し、同年（日付を略）
、Ｄ側を訪問して、地域ごとの売上データを示す等して再度 BO 取引の
説明をした。
（略）
2020 年 8 月 12 日、PB（略）部ＢｅがＮ側を訪問して、同日、SMBC 日興証券は、Ｎとの間
で、大要以下の内容の売買契約を締結した。
【表 19

Ｄ株式案件の契約概要】

売買数量

50 万株174

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 8 月 18 日～同月 19 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

173

なお、売買管理部Ｔは、同日 7 時 56 分に上記ほか 148 件を一括して「措置なし」としており、7 時 54
分～7 時 57 分の約 4 分間で計 649 件を「措置なし」としている。
174
（略）
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（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｄの株式に係る本自己勘定取引175の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 20
時刻

Ｄ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 8 月 18 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

2,094
(終値)

15:01

EQSOL 課Ｚが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:11

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:23

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

8 月 19 日：執行日当日
9:00

2,044
(始値)

12:00

1,965

ニーズ調査締切。

12:48

1,953

EQ 部Ｘと ET 課Ａｕとの間の Bloomberg チャット：

14:38
14:47～

～1,956

（具体的な内容については略）

1,947

ET 課Ａｕと EQ 部Ｘとの通話：

～1,949

（具体的な内容については略）

1,955

14:48

～1,959

14:48

1,957

指値 4 件

1,956 円～1,957 円 200 株～600 株 合計 1,400 株【
（発注者を略）
】

引け指し 1,960 円 2 万 5,000 株【
（発注者を略）
】

～1,959

14:48～

1,952

14:59

～1,967

14:59

1,952
～1,964

14:59

1,952

指値

29 件 1,957 円～1,964 円 100 株～700 株

引け指し 3 件

合計 6,100 株【
（発注者を略）
】

1,960 円 100 株、500 株及び 1 万 4,500 株

合計 1 万 5,100 株

【
（発注者を略）
】
引け指し

1,960 円 5 万 1,400 株【
（発注者を略）】

～1,964

15:00

1,960
(終値)

175

本第 4.4 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｄの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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15:01

ET 課Ａｕと EQ 部Ｘとの通話：
（具体的な内容については略）

15:02

EPS 部から EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:14

PB（略）部Ｂｅが電話にてＮからのＤの株式の買取注文を受注。

15:17

Ｎとの間で、50 万株のＤの株式について、約定通りのディスカウントレートに基
づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り執行。

15:25

EM 部Ａｅから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式の営業店ご
との配分数の結果を電子メールにて送付。

17:08

終値の 0.5％ディスカウント値（1,950.20 円）にて、SMBC 日興証券からリテール
顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 100 店の営業店を通して
その顧客に対して行われ、総約定件数は、662 件。

17:09

EQSOL 課内において、BO 取引に関して株価が下落することや空売りへの対応策に
関するやり取りや対応方法を検討する旨の Symphony176上のやり取り。

176

チャット機能、共有機能、会議機能等を有する金融機関向けビジネスプラットフォーム
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＤ株価の推移
【図 10

Ｄ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.4.（2）の表 20 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 9 万 9,000
株の買い注文を入れ、うち 7 万 1,300 株が約定に至っている177。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｎから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＤの株
式を 1,950.20 円でリテール顧客に売却しており、
その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 21

Ｄ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｄ

2020/8/19

50 万株

975 百万円

（略）

177

（略）
。以下では、SMBC 日興証券から提示を受けた資料に基づき、本自己勘定取引に係る買い注文の株
数は 9 万 9,000 株である前提で検討している。
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（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 23 万株～約 65 万株の間で
推移し、始値は 1,841 円～2,056 円、終値は 1,959 円～2,094 円で推移していた。
執行日当日のＤの株式の市場出来高が約 87 万株と増加したが、当日始値は 2,044 円と前
日終値 2,094 円から下落し（騰落率 －2.38％）
、その後も株価の下落傾向が続き、13 時 10
分頃に 1,935 円付近まで下落した。その後は徐々に上昇し、終値は 1,960 円であった。
14 時 48 分頃の株価 1,957 円以下に約 13 万株の引け売り注文が出されていた。これに対
する引け買い注文の数量は約 3 万株であり、ザラ場の注文と合算しても同時点での株価付
近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 22

Ｄ株式案件の買い注文】

時刻
① 14 時 47 分

執行方法

注文値段

注文数量

ザラ場指値

1,956 円

計 1,400 株・各 200 株～600

～1,957 円

株・4 件

～14 時 48 分
② 14 時 48 分

引け指値

1,960 円

2 万 5,000 株

③ 14 時 48 分

ザラ場指値

1,957 円

計 6,100 株・各 100 株～700

（アルゴ・INLINE13％、

～1,965 円

株・29 件

1,960 円

計 1 万 5,100 株・各 100 株、

～14 時 59 分

178

10％ ）
④ 14 時 59 分

引け指値
179

（アルゴ・INLINE10％ ）
⑤ 14 時 59 分

引け指値

500 株、1 万 4,500 株・3 件
1,960 円

5 万 1,400 株

（アルゴ・MOC180）
なお、本自己勘定取引の買シェア率は、8.16％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＤの株式の立会内

178

当初追従率 13％、上限注文値段 1,690 円、上限注文数量 20,000 株で設定されたものであるが、この間、
注文値段上限が 1,960 円、1,965 円と変更され、キャンセルされた後、新たに追従率 10％、上限注文値段
1,960 円、上限注文数量 2 万株で再設定されている。
179
③と同じアルゴリズムにより発注されたものであるが、引けでの予想出来高に合わせて引け条件で発注
されているため、③のザラ場の注文とは分けている。
180
引け条件を付与して発注するためのアルゴリズム。設定した時間に引け条件注文を発注する。通常の引
け条件付き注文と異なり、設定した時間までは場に注文が出されない。
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取引181のうち、9,100 株を超える同株式の取引は 1 件（1 万 7,900 株）182であった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ 価格均衡点
終値は 1,960 円であったが、上記第 4.4.（4）.ア.②及び⑤の引け指値注文を差し引いて
算出した大引け時点の価格均衡点は 1,940 円であった。
エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＤの株式 7 万 1,300 株は、
（口座番号を
略）の口座にて、2020 年 8 月 20 日～同月 25 日にかけて、アルゴリズム取引による小口取
引を中心に全て売却され、SMBC 日興証券における損益率は＋0.55％であった。
オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.4.（4）.ア及びエの取引以外にＤの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 7 月 22 日、売買管理部Ａｏは、PB（略）部Ｂｅから電子メールで事前審査依頼を
受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うことに関する売
買管理上の問題がないことを確認し、PB（略）部Ｂｅに対し、電子メールで、当該事前審査
につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 7 月 28 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｚに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 8 月 6 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ａｋから、Ｄの株式に係る BO 取引が、同
日の BO 案件検討会議において地域限定型から全国型へ変更が承認されたことを理由として、
BO チェックリストの差し替えの依頼を受けたので、電子メールで当該 BO チェックリストの
差し替えを行った旨の回答をした。
2020 年 8 月 19 日、売買管理部Ａｐは EQSOL 課Ｚに対し、BO 取引を行うことに関する売
買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。

181

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
当該取引を行った口座の取引内容は、
「日興 VWAP（ヘッジ）
」とされている。また、同口座内で、当該取
引に続き前場中に立会内での 232 件の売却取引があり、前引け後に立会外で同売却取引の合計株数と同数
の購入取引がなされており、上記 1 万 7,900 株の取引は顧客から注文の受けた VWAP 取引のヘッジ取引の一
部であると解される。
182
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イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
本自己勘定取引に用いられた（口座番号を略）の口座において執行日当日に行われたＤ株
式の市場での取引は、TIMS により抽出されていない。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
5

Ｅ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＯであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は PB（略）部であ
った。2020 年（日付を略）
、ＥからＯによるＥ株式の売却意向が示されたことから、同年（日
付を略）
、SMBC 日興証券が BO 取引の提案を行い、これに関する協議が開始された。
（略）
。
2020 年 9 月 10 日、EQSOL 課Ｂｆから EQ 部Ｘ及び EQ 部Ｂｇ宛てにディスカウント率等の
提示の依頼があり、同日、EQ 部Ｘが回答し、2020 年 9 月 17 日、BO 案件検討会議にて、
「調
査部の観点から問題点は無い」、
「実施後、当面売らない事を必ず確認頂く事」として承認さ
れた。
（日付を略）
、PB（略）部ＢｈらがＯ側に対し BO 取引を提案したところ、Ｏから「
（略）
、
今回は日興で売却する」、
「（略）
」旨の回答があった。その結果、
（日付を略）
、SMBC 日興証
券は、Ｏとの間で、大要以下の内容の売買契約を締結した。
【表 23

Ｅ株式案件の契約概要】

売買数量

23 万株183

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 10 月 21 日～同月 22 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｅの株式に係る本自己勘定取引184の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。

183
184

（略）
本第 4.5 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｅの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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【表 24
時刻

Ｅ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 10 月 21 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

8,150
(終値)

15:02

EQSOL 課Ｂｆが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:08

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:39

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

10 月 22 日：執行日当日
9:00

7,770
(始値)

9:52

7,760

Ｏ側と PB（略）部Ｂｈとの通話：
（具体的な内容については略）

10:11

7,770

Ｏ側と PB（略）部Ｂｈとの通話：
（具体的な内容については略）

10:11

7,770

EQSOL 課Ｂｆと同課Ａｂとの通話：
（具体的な内容については略）

10:17

7,780

PB（略）部Ｂｈと EQSOL 課Ｂｆとの通話：
（具体的な内容については略）

10:20

7,770

EQSOL 課Ｂｆと同課Ａｂとの通話：
（具体的な内容については略）

10:34

7,750

頃
10:34

EQ 部Ｘと ET 課Ａｕとの会話：
（具体的な内容については略）

7,750

EQSOL 課Ａｂと EQ 部Ｘとの通話：
（具体的な内容については略）

10:39～

7,740

11:29

～7,800

10:40

7,750
～7,760

10:48
10:53

7,770

指値 62 件

7,690 円～7,800 円 100 株～2,300 株

略）
】
EQSOL 課Ａｂと同課Ｂｆとの通話：
（具体的な内容については略）
EQSOL 課Ｂｆと PB（略）部Ｂｈとの通話：

～7,800

（具体的な内容については略）

7,800

EQSOL 課Ｚと EQ 部Ｘとの通話：
（具体的な内容については略）

10:55

7,790

EQSOL 課Ａｂと同課Ｂｆとの通話：
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合計 27,700 株【
（発注者を

～7,800

11:01

7,780

（具体的な内容については略）
EQSOL 課Ｂｆと PB（略）部Ｂｈとの通話：
（具体的な内容については略）

11:04

7,760
～7,770

11:06

7,770

EQSOL 課Ｂｆと同課Ａｂとの通話：
（具体的な内容については略）
EQSOL 課Ａｂと PB（略）部Ｂｉとの通話：
（具体的な内容については略）

11:22

7,780
～7,800

11:25

7,790

PB（略）部ＢｈとＯ側との通話：
（具体的な内容については略）
PB（略）部Ｂｈと EQSOL 課Ｂｆとの通話：
PB（略）部Ｂｈが、EQSOL 課Ｂｆにキャンセルが決まった旨を報告。

11:26

7,790

EQSOL 課Ｂｆと同課Ａｂとの通話：
正式にキャンセルする旨を伝達。

11:41

7,800

PB（略）部Ｂｈと PB（略）部Ｂｉとの通話：
正式にキャンセルが決まり、Ｏ側からのキャンセルの書類の回収が 16 時 10 分に
なったことを報告。PB（略）部Ｂｉも同行することとなる。

12:00

7,800

EQSOL 課Ｂｆから EM 部及び EQ 部等関係者宛てに BO 取引中止の旨の連絡。

12:17

7,800

EPS 部Ｂａから EM 部Ｂｊに営業店への周知を行うよう要請。

12:25

7,800

約定未了の買注文全取消【
（発注者を略）
】

12:31

7,760

PB（略）部Ｂｉと EQSOL 課Ａｂとの通話：
（具体的な内容については略）

12:32

7,750

EM 部から全社員宛てに BO 取引中止の旨の連絡。

～7,760

12:40～

7,930

15:00

～8,160

12:55

8,020
～8,040

15:00

ET 課Ａａが（口座番号を略）の口座にてＥの株式 1 万 3,500 株を売却。
（指値約
定値 8,000 円～8,160 円）
PB（略）部Ｂｉと EQSOL 課Ｂｆとの通話：
（具体的な内容については略）

8,040
(終値)

15:04

EQSOL 課Ａｂと PB（略）部Ｂｉとの通話：
PB（略）部Ｂｉの「でもこれ見たらやっぱり空売ってんですね。ちょうど 12：30
にピタッてやめたら、すごいですねー、見たらですねー。
」
「社内では空売りない
し、空売りしたとこには渡さないという風には徹底しています、と。ただまあ、
昨日公表しているので当然それを見て、ほかでやっているお客さんもいるかもし
れませんし、そこまではちょっと正直管理できませんって、
（売却人に）言うし
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か。正直に言うしかないかと。」等の発言。

16:00

Ｏ側との間の解除合意書を受入れ。PB（略）部Ｂｈに、PB（略）部Ｂｉ及びプラ
イベート・ウェルス戦略部185Ｂｋが同行。

18:57

PB（略）部Ｂｈから関係者宛てに BO 取引が中止になったことに対する謝罪の電
子メールを送信。

11 月 20 日
商品部門報告会資料に、
「ブロックオファー中止」として、Ｅの株式に係る BO 取
引について、「10/21 15:40 頃営業店へ当該ブロックオファーの需要調査開始」
「10/22 寄り付き価格が前日比 4.7％下落」
「株価下落を受け、売却人の意向によ
り、初めて需要調査後に中止となる」との記載がある。

（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＥ株価の推移
【図 11

Ｅ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.5.（2）の表 24 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 2 万 7,700
185

SMBC グループの富裕層顧客（企業等含む。
）に対するコンサルティングに関する業務を担当する部署
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株の買い注文を入れ、うち 1 万 3,300 株が約定に至っている186。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、本 BO 取引は中止となったため、BO 取引収益は発生していない。
（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 5 万株～約 9 万株の間で推
移し、始値は 8,240 円～8,650 円、終値は 8,150 円～8,630 円で推移していた。
執行日当日のＥの株式の市場出来高が約 43 万株に増加したが、当日始値は 7,770 円と前
日終値 8,150 円から下落し（騰落率 －4.66％）
、9 時 6 分～9 時 9 分頃、9 時 18 分～9 時 21
分頃に、それぞれ当日の安値の 7,720 円まで下落し、終値は 8,040 円であった。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 25

①

Ｅ株式案件の買い注文】

時刻

執行方法

注文値段

注文数量

10 時 39 分

ザラ場指値

7,690 円

計 1 万 0,600 株・各 300

～7,790 円

株～2,000 株・16 件

7,750 円

計 2,900 株・各 100 株

～10 時 48 分
②
③

11 時 03 分

ザラ場指値

～11 時 29 分

（アルゴ・INLINE10％187） ～7,800 円

～200 株・28 件

11 時 07 分

ザラ場指値

7,770 円

計 1 万 4,200 株・各 300

～7,800 円

株～2,300 株・18 件

～11 時 29 分

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、3.09％であった。
上記の各注文は、最大で 2,300 株であった。
イ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＥの株式 1 万 3,300 株は、上記のとおり
正式に本 BO 取引の中止決定が社内に周知された 12 時 25 分頃に、売却の親注文が設定され、
子注文での売却が 12 時 40 分頃から開始しており、大引けまでの間に全てザラ場指値又は
引け指値で売却されている。その売却価格は、いずれも 8,000 円台となっており、SMBC 日
興証券における損益率は＋3.63％であった。
なお、（口座番号を略）の口座において、14 時 58 分～14 時 59 分、ザラ場の指値売り注

186

（略）
。SMBC 日興証券の資料記載の注文からアルゴリズム取引による PTS（私設市場）での買い注文及
び同日 12 時以降の買い注文を（略）除いた前提で検討している。
187
追従率 10％、上限注文値段 7,800 円、上限注文数量 1 万株で設定されていた。
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文及びアルゴリズム取引での引け指値売り注文が、計 1 万 5,300 株・各 300 株～5,000 株・
22 件なされており、うち 9,500 株が約定されている。また、当該売り注文により発生した
信用売り建玉 9,500 株は、（口座番号を略）の口座から（口座番号を略）の口座に移された
上で、翌 10 月 22 日～同月 26 日、（口座番号を略）にて小口取引による 9,500 株の買い戻
しが行われている。かかる（口座番号を略）の口座からの売り注文に関し、
（ヒアリング内
容を略）
。
ウ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、2020 年
10 月 22 日（執行日）～同月 26 日までの期間を除く執行日前後 6 ヶ月間でＥの株式の取引
を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 10 月 5 日、売買管理部Ａｏは、PB（略）部Ｂｈから電子メールによる事前審査依
頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うことに関す
る売買管理上の問題がないことを確認し、同月 7 日に PB（略）部Ｂｈに対し、電子メール
で、当該審査銘柄につきこれを承認する旨を回答した。
2020 年 10 月 14 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｚに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨の回答をした。
2020 年 10 月 22 日 9 時 18 分、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｂｆに対し電話で、BO 取引を
行うことに関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＥ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 10 月 23 日、TIMS
において、売買形態分析基準により、（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」として抽出さ
れたが、審査を担当した売買管理部Ｔは、同日 13 時 40 分に「措置なし」とした。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
6

Ｆ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＰであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は（略）事業法人
部であった。
2020 年（日付を略）
、Ｆの株式の売却に関して、
（略）事業法人部とＰ側との協議が開始
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された。
（略）
Ｐは、当時、Ｆの株式の（略）一部を売却することを検討していた。
（略）事業法人部Ｙ
は、Ｐ側との電話会議において、2020 年（日付を略）
、各売却手法を提案し、同年（日付を
略）
、（略）での再提案を行った。
2020 年 10 月 15 日、BO 案件検討会議にて、
（略）として承認された。
2020 年 10 月 15 日、EQSOL 課Ｗから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の提示の依頼があ
り、翌 16 日、EQ 部Ｘから回答があった。また、2020 年（日付を略）
、Ｐ側から（略）事業
法人部Ｙ宛ての電話があり、
（略）を SMBC 日興証券において実施するとの連絡がなされた。
その結果、2020 年（日付を略）
、SMBC 日興証券は、Ｐとの間で、大要以下の内容の売買契約
を締結した。
【表 26

Ｆ株式案件の契約概要】

売買数量

786 万 1,000 株188

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 11 月 16 日～同月 17 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｆの株式に係る本自己勘定取引189の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 27
時刻

Ｆ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 11 月 16 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

1,535

（略）事業法人部Ｙが、Ｐ側を訪問した際の会話：

(終値)

（具体的な内容については略）

15:00

EQSOL 課Ｗが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:10

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:31

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

188
189

（略）
本第 4.6 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｆの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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11 月 17 日：執行日当日
9:00

1,450
(始値)

10:13

1,459
～1,463

EQSOL 課Ａｋと EQSOL 課Ａｓとの通話：
（具体的な内容については略）

12:00

1,453

ニーズ調査締切。

14:45～

1,423

引け指し 5 件

14:57

～1,434

14:54

1,424
～1,428

15:00

1,425 円～1,440 円 各 10 万株 合計 50 万株【
（発注者を略）
】

ET 課Ａｕ、ET 課Ａａ及び（略）と思われる人物との間の会話：
（具体的な内容については略）

1,424
(終値)

15:03

EQSOL 課Ｗから EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。
Ｐとの間で、786 万 1,000 株のＦの株式について、約定通りのディスカウントレ
ートに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り
執行。

15:23

EM 部Ｂｊから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式の営業店ご
との配分数の結果を電子メールにて送付。

16:06

（略）事業法人部Ｙと投資銀行戦略室Ｂｌとの通話：
（略）事業法人部Ｙが「7％か、最後ちょっと、あれだね、ぐぐぐって下げちゃっ
た感じだねこれ。
」
「やっぱ引けの、引けに向かって出たのか」等と発言。

16:17

EQ 部ＸとＢｃ副社長、
（略）との電子メール：
（具体的な内容については略）

17:13

終値の 0.5％ディスカウント値（1,416.88 円）にて、BO 取引における SMBC 日興
証券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 112 店
の営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、3,179 件。

11 月 18 日
10:59

ET 課ＡｕとＢｍ190との通話：
（具体的な内容については略）

12 月 25 日
商品部門報告会資料に、
「約定（略）円超の大口 BO（略）…等が成約」との記載
がある。

190

SMBC 日興セキュリティーズ（香港）所属であり、肩書は（略）
。
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＦ株価の推移
【図 12

Ｆ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.6.（2）の表 27 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 50 万株
の買い注文を入れ、全てが約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｐから 1 株単価（略）円にて買い取ったＦの株式を
1,416.88 円円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 28

Ｆ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｆ

2020/11/17

785 万 9,100 株

11,135 百万円

（略）
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（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 38 万株～約 52 万株の間で
推移し、始値は 1,516 円～1,570 円、終値は 1,492 円～1,551 円で推移していた。
執行日当日のＦの株式の市場出来高は約 436 万株に増加したが、当日始値は 1,450 円と
前日終値 1,535 円から下落し（騰落率 －5.53％）
、その後、前場は上昇し 1,460 円台にまで
上昇したが、後場からは徐々に下落し、終値は 1,424 円であった。14 時 23 分頃の時点では、
株価 1,435 円以下に約 114 万株の引け売り注文が出されていた。これに対する引け買い注
文の数量は約 11 万株であり、ザラ場の注文と合算しても同時点の株価付近で売り注文超過
となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 29

Ｆ株式案件の買い注文】
時刻

執行方法

注文値段

注文数量

①

14 時 45 分

引け指値

1,430 円

10 万株

②

14 時 50 分

引け指値

1,430 円

10 万株

③

14 時 53 分

引け指値

1,425 円

10 万株

④

14 時 54 分

③の指値変更

1,425 円から 1,430 円に変更

（10 万株）

1,430 円から 1,435 円に変更
⑤

14 時 56 分

引け指値

1,437 円

10 万株

⑥

14 時 57 分

①の指値変更

1,430 円から 1,439 円に変更

（10 万株）

⑦

14 時 57 分

引け指値

1,440 円

10 万株

⑧

14 時 58 分

②の指値変更

1,430 円から 1,440 円に変更

（10 万株）

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、11.45％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＦの株式の立会内
取引191のうち、5 万株を超える同株式の取引は、3 件（最大 12 万 6,100 株）であった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ （略）
（略）

191

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。

85

エ 価格均衡点
終値は 1,424 円であったが、上記第 4.6.（4）.ア.①～⑧の引け指値注文を差し引いて算
出した大引け時点の価格均衡点は 1,398 円であった。
オ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＦの株式 50 万株については、
（口座番号
を略）の口座にて、このうち 10 万株は 2020 年 11 月 19 日に立会外取引で売却され、残り
40 万株は同年 12 月 4 日までにアルゴリズム取引を含む小口取引を中心に売却され、
SMBC 日
興証券における損益率は＋0.74％であった。
カ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.6.（4）.ア及びオの取引並びに本 BO 取引の募残分（売れ残り分）
1,900 株の売却取引以外にＦの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 10 月 26 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｎから、電子メールによる事
前審査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うこ
とに関する売買管理上の問題がないことを確認し、同日中に（略）事業法人部Ｂｎに対し、
電子メールで、当該審査銘柄につきこれを承認する旨を回答した。
2020 年 11 月 9 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 11 月 17 日 8 時 52 分、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し電話で、BO 取引を行
うことに関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＦ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 11 月 18 日、TIMS
において、売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」
、
「
（抽出内容を
略）
」、
「（抽出内容を略）
」及び「（抽出内容を略）
」として抽出されたが、審査を担当した売
買管理部Ｔは同日 16 時 15 分に「措置なし」とした192。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）

192

なお、売買管理部Ｔは同日 16 時 15 分に、その他 60 件を一括して「措置なし」としており、16 時 13 分
～16 時 15 分の約 3 分間で計 695 件（同日のＴの審査件数 2,322 件の約 30％）を「措置なし」としている。

86

7

Ｇ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＱであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は金融法人部 RM
で、発行会社担当部署は（略）支店法人部であった。
（略）支店法人部Ｂｏは、2020 年（日付を略）
、Ｇ側を訪問した際、Ｇ側から、
（略）に BO
取引を実施したいとの意向を受け、同年（日付を略）
、Ｇ側から、
「売却人Ｑで、Ｇの株式 90
万株について BO 取引を実施予定。
（略）
、同年（日付を略）の週、若しくは同年（日付を略）
の週で実施したい旨を改めて売却人にも連絡する。
」等と BO 取引予定の連絡を受けた。
（略）
他方、SMBC 日興証券は、2019 年 4 月 5 日、三井住友銀行（略）からの情報連携を受け、
Ｑが保有株式を売却する意向を有することを認識し193、具体的には、Ｑが、保有する約 90
万株194のＧの株式を売却する方針であったと認識していた。
2020 年 9 月 14 日、EQSOL 課Ａｋから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の提示の依頼が
なされ、同日中に回答があった。2020 年（日付を略）
、Ｑ側から、金融法人部Ｂｐに、Ｇと
協議し、Ｇの株式 90 万株を、2020 年（日付を略）で、リテールブロックにて売却すること
に決まったので、本 BO 取引を SMBC 日興証券に依頼したい旨の連絡があった。そして、2020
年 9 月 17 日、BO 案件検討会議にて、
（地域を略）限定型の BO 取引として、
「過去実施あり。
販売エリアの本部長承認が取れており問題無し。
」として承認された。
2020 年（日付を略）、SMBC 日興証券が、Ｑ側と WEB 面談し、Ｑ保有のＧの株式について BO
取引の対象となる株数、候補日、ディスカウント率等を提示した。2020 年（日付を略）
、Ｑ
側から、金融法人部Ｂｑに対し、電子メールにて、
（略）問合わせがあり、金融法人部Ｂｑ
が、EQSOL 課Ｗに確認した上、
（略）回答した。それを受け、2020 年（日付を略）
、Ｑ側から、
金融法人部Ｂｑに対し、ディスカウント率（数字を略）％、執行日を 2020 年 11 月 19 日で
BO 取引を依頼する旨の連絡があり、金融法人部Ｂｑが、EQSOL 課Ｗに確認した上、同月 18
日告知、翌 19 日執行のスケジュールを決めた。
その結果、2020 年（日付を略）
、SMBC 日興証券は、Ｑとの間で、大要以下の条件での売買
を合意した（略）
。
【表 30

Ｇ株式案件の契約概要】

売買数量

90 万株

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

193

SMBC 日興証券によれば、三井住友銀行及び SMBC 日興証券は、Ｑから、SMBC 日興証券に対する情報連携
について、包括的な同意書を得ているとのことである。
194
（略）
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マーケティング期間

2020 年 11 月 18 日～同月 19 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

2020 年（日付を略）
、
（略）支店法人部Ｂｏが、Ｇ側に連絡し、Ｑと協議した結果、地域限
定型の BO 取引で、同年 11 月 18 日告知、同年 11 月 19 日執行に決まったことについて報告
した。
（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｇの株式に係る本自己勘定取引195の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 31
時刻

Ｇ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 11 月 18 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

497

EQSOL 課Ｗが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

(終値)

15:05

ET 課Ａｕが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:27

案件告知、及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

11 月 19 日：執行日当日
9:00

480
(始値)

9:16

478

EQSOL 課Ａｋと（略）支店法人部Ｂｏとの通話：
Ｇと思われる株式の当日の株価推移に関する会話。

10:22

479

EQ 本部Ｂｒと EQ 部Ｘとの通話：
（具体的な内容については略）

12:00

475

ニーズ調査締切。

14:01～

472

指値 10 件 469 円～474 円 5,000 株～2 万株 合計 6 万 5,000 株【
（発注者を

14:55

～475

14:54

473
～474

14:55～

195

473

略）
】
ET 課において、EQ 部Ｘ、ET 課Ａｕ、同課Ａａの間の会話（一部録音）
：
（具体的な内容については略）
引け指し 2 件

474 円 5,000 株～3 万株 合計 3 万 5,000 株【
（発注者を略）
】

本第 4.7 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｇの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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14:56
14:56～
14:57
14:57～

～475
474

指値 15 件 474 円～475 円

500 株～1 万株 合計 4 万 4,000 株【
（発注者を略）
】

～476
474

14:59

～476

14:59

475

引け指し 3 件

指値 2 件

475 円～476 円 2 万株～5 万株 合計 12 万株【
（発注者を略）
】

475 円 各 5,000 株 合計 1 万株【
（発注者を略）
】

～476

15:00

475
(終値)

15:02

EQSOL 課Ｗから EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:07

Ｑとの間で、90 万株のＧの株式について、約定通りのディスカウントレートに基
づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り執行。

15:13

EM 部業務推進課Ｂｓから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式
の営業店ごとの配分数の結果を電子メールにて送付。

16:34

EQ 部ＸとＢｃ副社長、
（略）との電子メール：
（具体的な内容については略）

17:13

終値の 0.5％ディスカウント値（472.62 円）にて、BO 取引における SMBC 日興証
券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 13 店の
営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、166 件。

17:13

EQSOL 課Ａｋと（略）支店法人部Ｂｏとの通話：
（略）支店法人部Ｂｏから、
（具体的な内容については略）旨報告。

11 月 27 日
（略）支店法人部Ｂｏは、Ｇ側を訪問し、本 BO 取引について、ディールサマリー
を説明した。
（具体的な内容については略）

89

（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＧ株価の推移
【図 13

Ｇ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.7.（2）の表 31 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 27 万 4,000
株の買い注文を入れ、うち 16 万 8,100 株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｑから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＧの株
式を 472.62 円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりである。
【表 32

Ｇ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｇ

2020/11/19

90 万株

425 百万円

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 13 万株～約 20 万株の間で
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推移し、始値は 491 円～500 円、終値は 496 円～502 円で推移していた。
執行日当日のＧ株式の市場出来高は約 75 万株に増加したが、当日始値は 480 円と前日終
値 497 円から下落し（騰落率 －3.42％）
、株価は前場・後場を通じて下落傾向が続き、12 時
48 分頃には当日の安値 472 円まで下落し、終値は 475 円であった。14 時 01 分頃の株価（472
円）以下には約 22 万株の引け売り注文が出されていた。これに対する引け買い注文の数量
は約 4 万株であり、ザラ場の注文と合算しても株価付近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 33

①

Ｇ株式案件の買い注文】
時刻

執行方法

注文値段

注文数量

14 時 01 分

ザラ場指値

469 円～475 円

計 11 万 9,000 株・各 500 株～

～14 時 59 分

2 万株・27 件

②

14 時 55 分

引け指値

474 円

3 万株

③

14 時 56 分

引け指値

474 円

5,000 株

④

14 時 57 分

引け指値

476 円

5 万株

⑤

14 時 58 分

引け指値

475 円

5 万株

⑥

14 時 59 分

引け指値

475 円

2 万株

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、22.53％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＧの株式の立会内
取引196のうち、1 万 5,500 株を超える同株式の取引はなく、最大の取引株数は 1 万 5,200 株
であった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ 価格均衡点
終値は 475 円であったが、上記第 4.7.（4）.ア.②～⑥の引け指値注文を差し引いて算出
した大引け時点の価格均衡点は 471 円であった。
エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＧの株式 16 万 8,100 株は、
（口座番号を
略）の口座にて、2020 年 11 月 24 日～同年 12 月 4 日にかけて、主にアルゴリズム取引を含
む小口取引を中心に全て売却され、SMBC 日興証券における損益率は－2.24％であった。

196

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
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オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.7.（4）.ア及びエの取引以外にＧの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 10 月 26 日、売買管理部Ａｏは、
（略）支店法人部Ｂｏから電子メールによる事前
審査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うこと
に関する売買管理上の問題がないことを確認し、
（略）支店法人部Ｂｏに対し、電子メール
で、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 11 月 9 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 11 月 19 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｗに対し電話で、BO 取引を行うことに
関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＧ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 11 月 20 日、TIMS
において、顧客抽出基準により、（口座番号を略）が「買出来高関与（
（約定）
（抽出内容を
略）
）
」として、また、売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」と
してそれぞれ抽出されたが、審査を担当した売買管理部Ｔは、同日 14 時 10 分にいずれも
「措置なし」とした197。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
8

Ｈ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＱであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は金融法人部で、
発行会社担当部署は（略）事業法人部であった。
（略）事業法人部は、2020 年 9 月 6 日、三
井住友銀行（略）からＨの意向に関する情報連携を受け198、2020 年（日付を略）
、Ｈ側から
（略）事業法人部Ｂｔへ、BO 取引の話があるとの連絡があり、2020 年（日付を略）
、同事業

197

なお、売買管理部Ｔは、同日 14 時 10 分に上記のほか 605 件を一括して「措置なし」としており、14 時
06 分～14 時 10 分の約 5 分間で 1,927 件（同日のＴの審査件数 8,015 件の約 24％）を「措置なし」として
いる。
198
SMBC 日興証券によれば、三井住友銀行及び SMBC 日興証券は、Ｈから、SMBC 日興証券に対する情報連携
について、包括的な同意書を得ているとのことである。
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法人部ＢｔがＨを訪問した際、
「（略）
」旨の情報を得て、同事業法人部とＨで協議が開始さ
れた。
（略）
他方、SMBC 日興証券は、2019 年 4 月 5 日、三井住友銀行（略）からの情報連携を受け、
Ｑが保有株式を売却する意向を有することを認識していた。
SMBC 日興証券は、Ｑから、当初、
（略）
。その後、Ｑ側から SMBC 日興証券に対して、保有
株に対する売却株の割合を（割合を略）に変更し、売却予定株数を（株数を略）にする旨の
連絡があった。
2020 年（日付を略）
、
（略）事業法人部Ｂｔは、電話にてＨにその旨を報告し、その際、Ｈ
からは、
（略）、BO 取引及び（略）に係る資料の作成の依頼があった。
2020 年 11 月 15 日、BO 案件検討会議にて、
「
（略）
。金額が大きい為、その他商品のスケジ
ュールなどを確認の上、慎重に実施日を決めるべきである。
」として承認された。
2020 年 11 月 24 日、EQSOL 課Ａｓから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の提示依頼があ
り、翌 25 日に EQ 部Ｘから回答があった。2020 年（日付を略）
、Ｈから（略）事業法人部Ｂ
ｔ宛てに、電子メールにて、売却人をＱとするＨの株式（株数を略）の BO 取引について、
（略）実施する旨の正式な依頼の連絡があった。
2020 年（日付を略）
、
（略）事業法人部Ｂｔが、電話にてＨに対し、Ｑ側から、Ｈの株式に
係る BO 取引の実行日は同年（日付を略）で差支えがない旨の連絡があったことを伝えた。
また、
（日付を略）
、
（略）事業法人部Ｂｔは、Ｑが BO 取引によるディスカウント率を（数字
を略）％で応諾したことを EQSOL 課Ａｔから電話で聞いた。
以上の経緯を経て、Ｑは、今回の BO 取引において、保有するＨの株式のうち、
（割合を略）
に相当する 37 万 6,100 株199を売却することで合意した。その結果、遅くとも 2020 年（日付
を略）までに、SMBC 日興証券は、Ｑとの間で、大要以下の条件での売買を合意した（略）
。
【表 34

Ｈ株式案件の契約概要】

売買数量

37 万 6,100 株

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 12 月 14 日～同月 15 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｈの株式に係る本自己勘定取引200の状況及びこれに関
199
200

（略）
本第 4.8 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｈの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 35
時刻

Ｈ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 12 月 14 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

11,810

EQSOL 課Ｗが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

(終値)

15:13

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:30

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

12 月 15 日：執行日当日
9:00

11,610
(始値)

9:35

11,340

ET 課Ａｕと同課Ａａと EQ 部Ｘとの会話：
（具体的な内容については略）

11:40

ET 課Ａｕと EQ 部Ｘとの会話：
（具体的な内容については略）

12:00

11,150

ニーズ調査締切。

12:12～

11,110

指値 7 件

14:52

～11,310

14:59

11,230

1 万 1,000 円～1 万 1,300 円 500 株～3,000 株 合計 1 万 4,000 株

【
（発注者を略）
】
引け指し

1 万 1,300 円 2 万 8,000 株【
（発注者を略）
】

～11,270

15:00

11,250
(終値)

15:06

Ｑとの間で、37 万 6,100 株のＨの株式について、約定通りのディスカウントレ
ートに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取
り執行。

15:49

EQ 部ＸとＢｃ副社長、
（略）との電子メール：
（具体的な内容については略）

17:18

終値の 0.5％ディスカウント値（1 万 1,193.75 円）にて、BO 取引における SMBC
日興証券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国
108 店の営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、1,058 件。
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＨ株価の推移
【図 14

Ｈ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.8.（2）の表 35 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 4 万 2,000
株の買い注文を入れ、うち 4 万株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、Ｑから 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＨの株
式を 1 万 1,193.75 円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりで
ある。
【表 36

Ｈ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

（略）

Ｈ

執行日

BO 販売株数

2020/12/15 37 万 6,000 株
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BO 販売金額

BO 取引収益

4,208 百万円

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は、約 25 万株～約 110 万株で推
移し、始値は 1 万 0,830 円～1 万 1,870 円、終値は 1 万 0,680 円～1 万 1,890 円で推移して
いた。
執行日当日のＨの株式の市場出来高は約 80 万株となり、当日始値は 1 万 1,610 円と前日
終値 1 万 1,810 円から下落し（騰落率 －1.69％）
、前場は上下しながらも下落傾向となり、
12 時 30 分には安値 1 万 1,110 円となった。その後、後場では、上昇し、13 時 17 分頃に一
旦 1 万 1,200 円を下回るものの、それ以外の時間帯は概ね 1 万 1,250 円から 1 万 1,300 円
の間に価格が収まり、終値も 1 万 1,250 円となった。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 37

①

②

Ｈ株式案件の買い注文】
時刻

執行方法

注文値段

注文数量

12 時 12 分

ザラ場指値

1 万 1,000 円

1,000 株

1 万 1,100 円

500 株

1 万 1,050 円

500 株

1 万 1,280 円

計 1 万 2,000 株・

～1 万 1,300 円

各 3,000 株・4 件

1 万 1,300 円

2 万 8,000 株

14 時 47 分

ザラ場指値

～14 時 52 分
③

14 時 59 分

引け指値

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、4.98％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＨの株式の立会内
取引201のうち 2 万 8,000 株202を超える取引は、20 件（最大 12 万 6,600 株）あった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ 価格均衡点
終値は 1 万 1,250 円であったが、上記第 4.8.（4）.ア.③の引け指値注文を差し引いて算
出した大引け時点の価格均衡点は 1 万 1,220 円であった。

201

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
本 BO 取引における本自己勘定取引は株式数が少ないため、本自己勘定取引に係る株数を基準として抽
出した。
202
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エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＨの株式 4 万株は、
（口座番号を略）の
口座にて、2020 年 12 月 18 日～同月 23 日にかけて、主にアルゴリズム取引を含む小口取引
により売却され、SMBC 日興証券における損益率は＋4.17％であった。
オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.8.（4）.ア及びエの取引並びに BO 取引の募残分（売れ残り分）100
株の売却取引以外にＨ株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 10 月 23 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｔから、電子メールによる事
前審査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うこ
とに関する売買管理上の問題がないことを確認し、
（略）事業法人部Ｂｔに対し、電子メー
ルで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 11 月 24 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｔから、電子メールによる改
めての事前審査依頼を受けたので、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による
BO 取引を行うことに関する売買管理上の問題がないことを確認し、
（略）事業法人部Ｂｔに
対し、電子メールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 12 月 10 日、売買管理部Ｖは、EQSOL 課Ｗに対し、BO チェックリストを添付して、
その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 12 月 15 日 9 時 14 分、売買管理部Ｖは、EQSOL 課Ｗに対し、BO 取引を行うことに
関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＨ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 12 月 16 日、TIMS
において、売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」
、及び「
（抽出
内容を略）
」として抽出されたが、審査を担当した売買管理部Ｔは同日 15 時 45 分に「措置
なし」とした203。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）

203

なお、売買管理部Ｔは、同日 15 時 45 分にその他 49 件を一括して「措置なし」としており、15 時 44 分
～15 時 47 分の約 4 分間で計 411 件（同日のＴの審査件数 3,207 件の約 13％）を「措置なし」としている。
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9

Ｉ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＲであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は（略）事業法人
部であった。（略）。
2020 年 10 月当時、SMBC 日興証券は、Ｒが保有する約 24 万株204のＩの株式を売却する方
針である旨を認識していた。
2020 年（日付を略）に、Ｒから BO 取引について（略）コンペの案内があり、同年（日付
を略）
、EQSOL 課Ａｔが EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の提示を依頼し、回答を得て、Ｒ
に条件提示を行い、SMBC 日興証券にて BO 取引を実施することが決定した。その結果、遅く
とも 2020 年（日付を略）までに、SMBC 日興証券は、Ｒとの間で、大要以下の条件での売買
を合意した（略）
。
【表 38

Ｉ株式案件の契約概要】

売買数量

24 万 0,400 株

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2020 年 12 月 21 日～同月 22 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｉの株式に係る本自己勘定取引205の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
なったものは下記表のとおりである。
【表 39
時刻

Ｉ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2020 年 12 月 21 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

7,320
(終値)

15:05

EQSOL 課Ａｋが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:10

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:54

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

204
205

（略）
本第 4.9 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｉの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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12 月 22 日：執行日当日
8:54～

指値 8 件

6,650 円～7,000 円 各 1,000 株・合計 8,000 株【
（発注者を略）
】

8:55
9:00

7,050
(始値)

9:09
9:13

6,990

7,020

指値

6,970 円

500 株【
（発注者を略）
】

指値

6,960 円

500 株【
（発注者を略）
】

指値

7,000 円

500 株【
（発注者を略）
】

～7,030

9:32

6,950

指値 2 件

6,930 円～6,950 円 各 500 株 合計 1,000 株【
（発注者を略）
】

～6,960

9:41～

6,840

14:49

～7,010

12:00

6,890

ニーズ調査締切。

12:44

6,950

Ｒ側と（略）事業法人部Ｂｕとの通話：

指値 21 件 6,810 円～7,000 円 300 株～3,000 株

合計 1 万 4,000 株【
（発注者

を略）
】

（具体的な内容については略）

12:48

6,660
～6,670

13:51

6,920

事業法人営業部Ｂｖと（略）事業法人部Ｂｕとの会話：
（具体的な内容については略）
事業法人営業部Ｂｗと EQSOL 課Ａｋとの通話：
株価が下がっていることについて会話。

14:49

6,870

引け指し

6,950 円 2 万 5,000 株【
（発注者を略）】

～6,880

14:52

6,890
～6,900

指値 2 件 6,880 円～6,890 円 2,000 株～5,000 株
略）
】

14:53

6,900

引け指し

14:53～

6,900

指値 2 件 6,900 円～6,910 円 1,500 株～3,000 株

6,900 円

1,500 株【
（発注者を略）
】

14:54

～6,920

14:54

6,910

ET 課Ａｕと同課Ａａとの会話：

～6,920

（具体的な内容については略）

14:55～

6,920

14:58

～6,930

14:59

6,910

合計 4,500 株【
（発注者を

略）
】

引け指し 4 件

6,900 円～6,950 円

2,300 株～1 万 5,000 株 合計 2 万 7,300 株【
（発注者を略）
】
指値

6,920 円

2,300 株【
（発注者を略）
】

～6,930

15:00

合計 7,000 株【
（発注者を

6,900
(終値)
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15:03

EQSOL 課から EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:27

Ｒ側と事業法人営業部Ｂｖが電話。売却受注。

15:32

Ｒとの間で、24 万 0,400 株のＩの株式について、約定通りのディスカウントレー
トに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取り執
行。

15:36

EM 部業務推進課Ｂｘから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式
の営業店ごとの配分数の結果を電子メールにて送付。

15:36

EQSOL 課Ａｔと事業法人営業部Ｂｖとの通話：
（具体的な内容については略）

16:31

EQ 部ＸからＢｃ副社長、
（略）宛てに電子メール：
（具体的な内容については略）

17:16

終値の 0.5％ディスカウント値（6,865.5 円）にて、BO 取引における SMBC 日興証
券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 101 店の
営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、633 件。

12 月 23 日
事業法人営業部Ｂｖから EQSOL 課Ａｔ宛ての電子メール：
（具体的な内容については略）

2021 年 1 月 6 日
9:23

SMBC 日興証券からＲに対する本 BO 取引についてのフィードバックが電話会議で
行われた。参加者は、Ｒ：担当者 3 名、SMBC 日興証券：
（略）事業法人部Ｂｙ、
同部Ｂｕ、EQSOL 課Ａｔ、事業法人営業部Ｂｖであった。
（具体的な内容について
は略）

10:31

（略）事業法人部Ｂｕと事業法人営業部Ｂｖとの通話：
Ｒへの対応について協議。

1 月 28 日
商品部門報告会資料にＩの株式に係る BO 取引の報告があるが、特段の記載はな
い。
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＩ株価の推移
【図 15

Ｉ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.9.（2）の表 39 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 9 万 2,100
株の買い注文を入れ、うち 7 万 1,000 株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、売却人から 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＩ
の株式を 6,865.50 円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりで
ある。
【表 40

Ｉ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｉ

2020/12/22

23 万 9,800 株

1,646 百万円

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 8 万株～約 17 万株の間で推
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移し、始値は 7,160 円～7,300 円、終値は 7,170 円～7,320 円で推移していた。
執行日当日のＩの株式の市場出来高は約 44 万株に増加したが、当日始値は 7,050 円と前
日終値 7,320 円から下落し（騰落率 －3.68％）
、その後、6,850 円付近から 7,000 円付近を
上下しながら推移し、14 時 30 分頃、6,840 円付近まで下落したが、その後上昇し、終値は
6,900 円であった。
前場寄り付き前（8 時 59 分）は、始値（7,050 円）付近で売り注文超過であり、その後、
14 時 26 分頃の株価（6,870 円）以下に約 7 万株の引け売り注文が出されていた。これに対
する引け買い注文の数量は約 1 万株であり、ザラ場の注文と合算しても株価付近で売り注
文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 41

①

Ｉ株式案件の買い注文】
時刻

執行方法

注文値段

注文数量

8 時 54 分

ザラ場指値

6,650 円

計 1 万 9,500 株・各 300

～7,000 円

株～1,500 株・32 件

6,860 円

計 1 万 8,800 株・各 1,500

～6,920 円

株～5,000 株・7 件

～12 時 53 分
②

14 時 30 分

ザラ場指値

～14 時 59 分
③

14 時 49 分

引け指値

6,950 円

2 万 5,000 株

④

14 時 53 分

引け指値

6,900 円

1,500 株

⑤

14 時 53 分

④のキャンセル

⑥

14 時 55 分

引け指値

6,950 円

1 万 5,000 株

⑦

14 時 56 分

引け指値

6,920 円

2,300 株

⑧

14 時 56 分

⑦をザラ場指値に変更

⑨

14 時 58 分

引け指値

6,910 円

5,000 株

⑩

14 時 58 分

引け指値

6,900 円

5,000 株

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、16.06％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＩの株式の立会内
取引206のうち、5,000 株を超える同株式の立会内取引は、9 件（最大 2 万 6,500 株）あった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）

206

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
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ウ 価格均衡点
終値は 6,900 円であったが、上記第 4.9.（4）.ア.③、⑥、⑨及び⑩の引け指値注文を差
し引いて算出した大引け時点の価格均衡点は 6,870 円であった。
エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＩの株式 7 万 1,600 株は、
（口座番号を
略）の口座にて、2020 年 12 月 30 日～2021 年 1 月 13 日にかけて、小口取引を中心とした
アルゴリズム取引により全て売却され、SMBC 日興証券における損益率は－3.12％であった。
オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、執行日前
後 6 ヶ月間で上記第 4.9.（4）.ア及びエの取引以外にＩの株式の取引を行った事実はない。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2020 年 10 月 27 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｕから電子メールによる事前
審査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うこと
に関する売買管理上の問題がないことを確認し、同月 28 日、
（略）事業法人部Ｂｕに対し、
電子メールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 11 月 30 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｕから電子メールによる改め
ての事前審査依頼を受けたので207、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による
BO 取引を行うことに関する売買管理上の問題がないことを確認し、
（略）事業法人部Ｂｕに
対し、電子メールで、当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2020 年 12 月 1 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ａｔに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2020 年 12 月 22 日 9 時 6 分、売買管理部Ｖは、EQSOL 課Ａｋに対し、BO 取引を行うこと
に関する売買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＩ株式の市場での自己勘定取引につき、2020 年 12 月 23 日、TIMS
において、売買形態分析基準により、
（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」として抽出さ
れたが、審査を担当した売買管理部Ｔは、同日 15 時 49 分に「措置なし」とした208。

207

（略）
なお、売買管理部Ｔは、同日 15 時 49 分に、上記のほか 332 件を一括して「措置なし」としており、15
時 44 分～15 時 50 分の約 7 分間で計 2,230 件（同日のＴの審査件数 2,733 件の約 81％）を「措置なし」と
している。
208
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（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
10

Ｊ株式案件

（1）

本 BO 取引の状況

本 BO 取引の売却人はＳであり、SMBC 日興証券における売却人担当部署は（略）事業法人
部であった。
（略）事業法人部は、2019 年 12 月 24 日、三井住友銀行（略）からＳの保有す
る株式についての意向に関する情報連携を受け209,210、その後の 2020 年 3 月当時、SMBC 日興
証券は、Ｓが、保有する（株数を略）211のＪの株式を売却する方針である旨を認識していた。
（略）
2021 年 3 月 18 日、BO 案件検討会議にて、
「目標株価を現値が上回っているが、株式調査
部の意見としても問題は無し。
（略）
」で実施すべきとの結論になった。
2021 年 3 月 19 日、
（略）事業法人部Ｂｚが、Ｓ側に対し、特定投資で保有するＪの株式
70 万株について BO 取引又はワンデイオファーの売却手法による売却実施を提案したとこ
ろ、Ｓ側から、
（略）の回答があった。
2021 年（日付を略）
、EQSOL 課Ａｒから EQ 部Ｘ宛てにディスカウント率等の確認の依頼
がなされ、同日中に回答があった。また、同日、
（略）事業法人部Ｃａは、J 側に対し、
（略）
旨を伝え、
（略）である旨説明した。その結果、2021 年（日付を略）
、SMBC 日興証券は、Ｓ
との間で、大要以下の内容の売買契約を締結した。
【表 42

Ｊ株式案件の契約概要】

売買数量

70 万 5,000 株

売買価格

執行日の終値×（数字を略）％

フロアー設定の有無

（略）

マーケティング期間

2021 年 4 月 7 日～同月 8 日

売買実行日

上記マーケティング期間中 SMBC 日興証券が決定する日

その他特記事項

（略）

（2）

本自己勘定取引の状況

本 BO 取引の執行日前後における、Ｊの株式に係る本自己勘定取引212の状況及びこれに関
する SMBC 日興証券等の関係者の言動であって、通話記録等の客観的資料に基づき明らかに
209

SMBC 日興証券によれば、三井住友銀行及び SMBC 日興証券は、Ｓから、SMBC 日興証券に対する情報連携
について、個別の同意書を得ているとのことである。
210
また他方で、2019 年 11 月 26 日、
（略）事業法人部が、三井住友銀行（略）からＪの意向についての情
報連携を受けたとの社内記録も存在する。SMBC 日興証券によれば、三井住友銀行及び SMBC 日興証券は、Ｊ
から、SMBC 日興証券に対する情報連携について、包括的な同意書を得ているとのことである。
211
（略）
212
本第 4.10 における「本自己勘定取引」の用語は、Ｊの株式に係る本自己勘定取引を指す。
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なったものは下記表のとおりである。
【表 43
時刻

Ｊ株式案件の自己勘定取引の状況】
株価

本自己勘定取引に係る注文等・SMBC 日興証券等の関係者の言動

2021 年 4 月 7 日：案件告知日（執行日前日）
15:00

7,030
(終値)

15:01

EQSOL 課Ｚが、ET 課宛てに BO チェックリストを送付。

15:07

ET 課Ａａが、EM 部宛てに案件シートを送付。

15:19

案件告知及びリテール顧客へのニーズ調査開始。

15:22

Ｊに対し、案件告知を報告。
（具体的な内容については略）

4 月 8 日：執行日当日
9:00

6,680
(始値)

9:01

6,680

（略）事業法人部Ｃａと同部Ｂｚとの通話：
（具体的な内容については略）

9:07

6,680

（略）事業法人部Ｃａと EQSOL 課Ａｒとの通話：
（具体的な内容については略）

9:15 頃

不詳者同士の会話。
（具体的な内容については略）

9:23～

EQ 部ＸとＢｃ副社長との電子メール：

9:36

（具体的な内容については略）

12:00

6,670

ニーズ調査締切。

14:56

6,610

ET 課Ａｕと不詳者との会話：

～6,620

14:57

6,610
～6,620

15:00

（具体的な内容については略）
引け指し 9 件

6,580 円～6,620 円 10,000 株～20,000 株・合計 10 万株【
（発

注者を略）
】

6,620
(終値)

15:01

EQSOL 課Ｚから EM 部及び EQ 部等関係者宛てに価格決定の連絡。

15:01

EQSOL 課Ａｒと（略）事業法人部Ｃａとの通話：
（具体的な内容については略）

15:15

Ｓとの間で、70 万 5,000 株のＪの株式について、約定通りのディスカウントレ
ートに基づく売買価格（価格を略）にて BO 取引における SMBC 日興証券の買取
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執行。

15:20

EM 部業務推進課Ｂｘから EM 部長等関係者宛てに、リテール顧客に売却する株式
の営業店ごとの配分数の結果を電子メールにて送付。

15:25

EQ 部ＸとＢｃ副社長との電子メール：
（具体的な内容については略）

16:32

EQSOL 課Ａｒと（略）事業法人部Ｃａとの通話：
（具体的な内容については略）

16:55

（略）事業法人部Ｂｚと EQSOL 課Ａｒとの通話：
（具体的な内容については略）

17:17

終値の 0.5％ディスカウント値（6,586.90 円）にて、BO 取引における SMBC 日興
証券からリテール顧客への売却の執行。当該売却は、SMBC 日興証券の全国 110
店の営業店を通してその顧客に対して行われ、総約定件数は、1,289 件。

4月9日
EQ 本部の朝会における、EQSOL 課Ａｂ、EQ 部Ｘ、EQ 本部Ｂｒの発言：
（具体的な内容については略）

4 月 16 日
（略）事業法人部Ｂｚと EQSOL 課Ａｒらとの電子メール：
（具体的な内容については略）

4 月 27 日
Ｃｂが、Ｓ側に今回の BO について報告。
（具体的な内容については略）

5月7日
（略）事業法人部Ｃａが、Ｊへ今回の BO 取引のフィードバックを実施。
（具体的な内容については略）
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（3）

本自己勘定取引の経緯

ア 市場におけるＪ株価の推移
【図 16

Ｊ株式案件の株価推移】

イ 本自己勘定取引の内容
第 4.10.（2）の表 43 のとおり、
（発注者を略）は、本自己勘定取引として、合計 10 万株
の買い注文を入れ、うち 4 万 0,200 株が約定に至っている。
ウ BO 取引収益
上記のとおり、SMBC 日興証券は、売却人から 1 株単価（価格を略）円にて買い取ったＪ
の株式を 6,586.90 円でリテール顧客に売却しており、その BO 取引収益は以下のとおりで
ある。
【表 44

Ｊ株式案件の BO 取引収益】

コード

銘柄

執行日

BO 販売株数

BO 販売金額

BO 取引収益

（略）

Ｊ

2021/4/8

70 万 3,100 株

4,631 百万円

（略）

（4）

本自己勘定取引の客観的態様

ア 買い注文の発注及び規模
執行日の 5 営業日前から前日までにおいて、市場出来高は約 5 万株～約 10 万株の間で推
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移し、始値は 7,000 円～7,200 円、終値は 6,920 円～7,120 円で推移していた。
執行日当日のＪの株式の市場出来高は約 100 万株に増加したが、当日始値は 6,680 円と
前日終値 7,030 円から下落し（騰落率 －4.97％）その後、前場では一旦 6,740 円付近まで
上昇するも、その後は下落し、6,650 円前後で推移した後、14 時 30 分頃からさらに下落し、
一時 6,600 円まで下落し、終値は 6,620 円であった。12 時 58 分頃の株価 6,660 円以下に約
13 万株の引け売り注文が出されており、これに対する引け買い注文の数量は約 3 万株であ
り、ザラ場の注文と合算しても株価付近で売り注文超過となっていた。
かかる状況の中で、以下の本自己勘定取引に係る買い注文がなされた。
【表 45

①

Ｊ株式案件の買い注文】
時刻

執行方法

注文値段

注文数量

14 時 57 分

引け指値

6,580 円

計 10 万株、各 1 万

～6,620 円

株～2 万株・9 件

②

14 時 58 分

指値変更

6,580 円から 6,640 円に変更

（2 万株）

③

14 時 58 分

指値変更

6,590 円から 6,630 円に変更

（2 万株）

なお、本自己勘定取引の買シェア率は、4.00％であった。
執行日前後 6 ヶ月間（計 1 年間）で、EQ 部の全口座において約定したＪの株式の立会内
取引213のうち、1 万株を超える同株式の取引は 3 件（最大 3 万 8,500 株）であった。
（略）
。
イ 売り注文超過状況の変動
（略）
ウ 価格均衡点
終値は 6,620 円であったが、上記第 4.10.（4）.ア.①の引け指値注文を差し引いて算出
した大引け時点の価格均衡点は 6,590 円であった。
エ 本自己勘定取引により購入した株式の売却状況
本自己勘定取引により SMBC 日興証券が購入したＪの株式 4 万 0,200 株は、
（口座番号を
略）の口座にて、2021 年 4 月 9 日～同月 14 日にかけて、アルゴリズム取引による小口取引
により全て売却され、SMBC 日興証券における損益率は＋0.75％であった。
オ 使用口座
本自己勘定取引に係る買い注文に用いられた（口座番号を略）の口座において、上記第

213

本自己勘定取引及び本自己勘定取引により購入した株式の売却取引を除く。
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4.10.（4）.ア及びエの取引並びに BO 取引の募残分（売れ残り分）1,900 株の売却取引以外
にも、2020 年 10 月～同年 11 月にかけてＪの株式の取引が行われていた。
（5）

売買管理部による審査の状況

ア 事前及び執行日当日の本 BO 取引に係る審査
2021 年 3 月 3 日、売買管理部Ａｏは、
（略）事業法人部Ｂｚから電子メールによる事前審
査依頼を受け、BO 事前チェックシートを用いて、当該株式銘柄による BO 取引を行うことに
関する売買管理上の問題がないことを確認し、
（略）事業法人部Ｂｚに対し、電子メールで、
当該事前審査につき、これを承認する旨を回答した。
2021 年 4 月 2 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ａｒに対し、BO チェックリストを添付し
て、その内容を確認した旨を回答した。
2021 年 4 月 8 日、売買管理部Ａｐは、EQSOL 課Ｚに対し、BO 取引を行うことに関する売
買管理上の問題はなく、執行可能である旨を伝えた。
イ TIMS で抽出されたデータによる市場取引に係る審査
執行日当日に行われたＪ株式の市場での自己勘定取引につき、2021 年 4 月 9 日、TIMS に
おいて、売買形態分析基準により、（口座番号を略）が「
（抽出内容を略）
」
、
「
（抽出内容を
略）
」及び「（抽出内容を略）」として抽出されたが、審査を担当した売買管理部Ｃｃは、同
日 12 時 46 分にいずれも「措置なし」とした214。
（6）

本自己勘定取引の目的

（略）
11

本 BO 取引以外の BO 取引に際し行われた自己勘定取引

（1）

概要

2012 年 8 月 30 日乃至 2021 年 8 月 4 日、SMBC 日興証券で取り扱った BO 取引計 339 件の
うち、執行日当日の ET 課による自己勘定取引に係る買シェア率が 1％以上のものは、上記
第 4.1～10 記載の本自己勘定取引以外に 54 件（以下「その他自己勘定取引」という。
）存在
する215。その概要は別紙 4 のとおりである。以下では、その他自己勘定取引に係る関係者の

214

なお、売買管理部Ｃｃは、同日 12 時 46 分に、その他 1 件を一括して「措置なし」としており、12 時 43
分～12 時 53 分の約 11 分間で計 1,693 件（同日のＣｃの審査件数 2,410 件の約 70％）を「措置なし」とし
ている。
215
ET 課の関与率が 1％以上ある場合でも、顧客との VWAP 取引のためのヘッジ取引や、場中での小口取引
により買いを入れている場合等、株価への影響を配慮した形で行われている場合もあり、関与率が 1％を超
えることが株価への影響という観点からは直ちに問題を生じさせるものではない。この点、問題のある取
引を峻別するためには各取引の内容を詳細に確認する必要があるが、本委員会においては本自己勘定取引
及びこれに付随する自己勘定取引を中心に確認しており、当該 54 件については内容の確認を行っていな
い。
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言動等のうち、本調査にとって重要であると思料されるものを記載する。
（2）

その他自己勘定取引に係る関係者の言動等

（略）
12

本自己勘定取引の小括

以上のとおり検討をしてきた本自己勘定取引について、以下では、全体を俯瞰する視点か
らのまとめを行う。
本自己勘定取引のうち引け指しでの買い注文216については、
（銘柄名を略）の各株式に係
る BO 取引では、本調査対象株式の執行日当日の株価の大幅な下落を避けようとする意図・
目的が存在していたと認めざるを得ず、
（銘柄名を略）の各株式に係る BO 取引では、同様の
意図・目的が存在していた可能性が高いと認められ、
（銘柄名を略）の各株式に係る BO 取引
についても同様の意図・目的が存在していた可能性がある。また、本自己勘定取引のうち場
中での指値買い注文217についても、同様の意図・目的で行われた可能性を否定できない。
（略）
この点、本調査対象株式の執行日当日の株価の大幅な下落を避けようとした背景には、以
下のような事情があったと思われる。すなわち、株価下落により顧客である売却人の本 BO
取引における売却価格も下落するところ、
（銘柄名を略）の各株式に係る本 BO 取引において
は、SMBC 日興証券の関係者が売却人による本 BO 取引のキャンセルを懸念していたと評価し
得る言動が見られ、
（略）
。これらを踏まえると、少なくともこれらの本 BO 取引では、株価
の下落を受けて売却人により BO 取引がキャンセルされる可能性を懸念し、これを回避しよ
うとする意図が存したものと考えられる。
また、
（銘柄名を略）の各株式に係る本 BO 取引では、
（略）
。このように複数の本 BO 取引
において（略）や、
（略）も併せ考慮すると、キャンセルにまでは至らないとしても、株価
の下落によって売却人の心証を害し将来的な取引を含む関係性に悪影響が生じることを避
け、あるいは緩和する意図（本 BO 取引を円滑に進めようとする意図）があったものと推認
される。
この点、（略）。
加えて、
（略）に照らし、特に株価下落を受けた売却人のキャンセルにより、SMBC 日興証
券のリテール部門が反発する可能性や、それによる後日予定されている別の案件への悪影
響を回避しようとしたことも、一連の本自己勘定取引が行われた背景にあると考えられる。
（略）
なお、本調査対象株式のうち一部の銘柄については、本自己勘定取引により購入した株式

216

（銘柄名を略）の株式に係る BO 取引については場中での指値買い注文。
（銘柄名を略）の株式に係る本自己勘定取引は除く。（銘柄名を略）の各株式に係る本自己勘定取引で
は、場中での指値買い注文が行われていないため、ここでは含まれない。
217
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の売却により利益を得ているものがあり、
（略）
、本自己勘定取引において、低い価格で購入
し高く売って差益を得るという利益獲得目的が、少なくとも一部に存していた可能性があ
るが、上記認定に係る一連の本自己勘定取引の意図・目的と併存し得るものであり、上記認
定とは矛盾しない。
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第5

本事案の分析において考慮したその他の事実

上記第 4 までにおいて述べた事実関係と併せて、本事案の分析において、本委員会が関連
事実として考慮した事実は主として以下のとおりである。
1

ET 課による自己勘定取引

（略）
2

Ａ株式案件以降の EQ 部等における本自己勘定取引に係る議論

（1）

内部管理責任者の対応

（略）
（2）

EQ 本部朝会でのやり取り

（略）
このことからは、EQ 本部の朝会では、BO 取引の執行日に BO 取引の対象となる株式銘柄
を自己勘定取引で買っている旨の話がなされていたことが窺える。そのため、少なくとも EQ
本部の朝会の出席者218の一部には、本自己勘定取引の存在が認識されており、それ以外の出
席者についても認識されている可能性があった。
なお、コンプライアンス部門として出席していた商法コンのＣｄ、Ｃｅ、Ｃｆ、及び LC
課Ｃｇ219のヒアリングによれば、商法コン及び LC 課は EQ 本部が各業務の報告等をするに
あたってオブザーバー的な存在として出席しており、連絡事項等がない限りは積極的に発
言をすることはなかった旨、当該朝会において BO 取引の実施に係る事前又は事後の報告を
受けることはあったものの、
（略）
、本自己勘定取引の存在に繋がる話がなされていたことに
ついて記憶がない旨を述べている。
（3）

EQSOL 課の対応

（略）

218

時期や日程によって異なると考えられるが、SMBC 日興証券によれば、EQ 本部からＢｒ、Ｃｈ、Ａｄ、Ｃ
ｉ、及びＣｊ、エクイティシステム開発部からＣｋ、機関投資家営業部からＣｌ（又はＣｍ）
、EXS 部から
Ｃｎ、EQ 部からＸ、Ｂｇ、及びＣｏ、調査管理室からＣｐ、調査業務室からＣｑ、株式調査部からＣｒ、
ストラクチャード商品部からＡｃ及びＣｓ、EPS 部からＣｔ、EQSOL 課Ａｂ、EM 部からＡｇ、GM 企画部か
らＣｕ（又はＣｖ）
、GM 管理部 LC 課からＣｇ、商法コンからＣｄ、Ｃｅ及びその後任のＣｆ、SMBC 日興セ
キュリティーズ（香港）からＢｍ、SMBC 日興セキュリティーズ（シンガポール）からＣｗ（役職名を略）
、
Ｃｘ、ニューヨーク拠点からＣｙ、Ｃｚ、及びＤａらが主に参加していたとのことである。
219
ヒアリングによれば、本 BO 取引が実施された 2019 年 12 月から 2021 年 4 月の期間の EQ 本部の朝会に
ついて、商法コンＣｄは継続して出席し、Ｃｅは 2020 年 7 月まで出席し、Ｃｆは同年 9 月以降出席し、LC
課Ｃｇは 2021 年 3 月まで出席しているとのことである。
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3

BO 取引対象株式の株価下落への対応

（1）

第 1 線の対応

第 1 線では、BO 取引導入前の 2012 年 1 月 31 日、議題を「ブロックオファーに関して」
とする会議が行われ220、また、EQ 部作成の同年 6 月 26 日付「新商品・新規業務チェックシ
ート」
（以下「本新商品チェックシート」という。
）を用いて、法令等遵守のために対応すべ
き新しい課題や、本業務・商品の品質について法令諸規則、顧客保護等の観点から新たに対
応すべき論点等の社内検討が行われた221。
上記会議の議事録によれば、BO 取引におけるリテール顧客の空売り222により BO 取引の執
行日に株価下落が生じる可能性が指摘され、
「課題」として「購入顧客による他社での空売
り抑制策（当社内信用売り保有顧客へは配分しない。
）
」が議論された。また、本新商品チェ
ックシートでは、商法コンから、情報管理の徹底策として「限定された対象者を除き、事前
の情報拡散（を）しないこと。」との要請がなされ223、そこには、空売りの可能性による株
価下落の問題意識が窺える。
他方、BO 取引導入後も、案件告知を受けたリテール顧客の空売りにより BO 取引の執行日
における株価下落が生じた可能性が、2013 年 8 月 28 日付社内文書で「ブロックオファーに
係る評価と改善（PDCA）の検討会」と称された会議224（以下「第 1 回 PDCA」という。
）
、及
び、同年 11 月 6 日付社内文書で「ブロックオファーにかかる評価と改善（PDCA）検討会（第

220

出席者は、EQ 本部からＤｂ、Ｄｃ、EQ 部からＤｄ、売買管理部からＤｅ、Ｄｆ、Ｄｇ、株式アドバイス
センターからＤｈ、Ｄｉ、セールス・トレーディング部からＤｊ、Ｄｋ、コンプライアンス統括部からＤ
ｌ、Ｄｍ、商法コンからＤｎ、Ｄｏ、Ｄｐ、Ｄｑ、Ｄｒ、商品業務部からＤｓ及びＤｔである。
221
関係部署として、
「法務部、コンプライアンス統括部、商品・法人コンプライアンス部、売買管理部、事
務統括部、決済業務部、システム統括部、経営企画部、商品管理部、リスク管理部、広報部、経理部、資金
部、海外業務部その他とする。」との記載がある。なお、結果として BO 取引は新商品ではないという整理
がされている。
222
SMBC 日興証券における BO 取引の仕組み上、案件告知日における告知以降、役職員に加えて、各営業店
から相当数のリテール顧客に対し BO 取引の情報が通知されており、そこからさらに広く情報が拡散するこ
ともあり得る状況にあった。下記第 5.4 にも述べるとおり、BO 業務マニュアル上、各営業店の営業員は、
BO 取引の対象銘柄について、SMBC 日興証券における信用売り建玉がないことの確認を行う運用になってい
たが、営業店における営業員のヒアリングによれば、当該確認を超えて、他の証券会社口座を利用した空
売りをしないように、という旨の注意をすることまではしていなかった旨を述べる者もいる。また、空売
りの決済のためには株式を借りる必要があるところ、実際にも、別紙 5 のとおり 10 銘柄について、執行日
当日に貸株残高が急増している事実が認められる。
223
これは案件告知日の前に BO 取引情報を開示することを制限するもので、商法コンからの出席者におい
て、案件告知日の大引け以降に、SMBC 日興証券の役職員向けのストラテジーウェブで告知することの是非
や、BO 取引の自己勘定取引を担う部署への情報遮断の必要性といった点までは問題提起されていない。
224
第 1 回 PDCA の議事録の回付のメールに添付された 2013 年 8 月 29 日付商法コン作成の「平成 25 年 8 月
6 日及び 8 日執行のブロックオファーに係るアンケート集計結果」と題する資料によれば、
「日証金の貸株
残動向に気になる変動があったこと（他部署提供）から配分上位顧客の取引検証を売買管理部へ依頼した
ところ、告知日の翌日に他社で新規の空売りを行い、その後の取引で当社の現物売りと他社での信用買い
埋めといった仮想売買が行われていたことが判明している」との記載がある。なお、同資料は 8 月 29 日付
であり、第 1 回 PDCA よりも 1 日後の日付となっているが、これは第 1 回 PDCA からメールでの議事録回付
時までの間に追記を行ったからとのことである。
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2 回）
」と称された会議225（以下「第 2 回 PDCA」という。
）を始め、継続して議論されており
226

、売却人担当部署や EQSOL 課を中心に第 1 線から対策の要望が出されていた。
そして、EQSOL 課内では、2020 年 8 月 21 日頃、同課内の朝会227で、株価下落の問題提起

がなされ、
「【アイディア募集】BO 株価下落について」と題するメールチェーンにおいて、
EQSOL 課の構成員から株価下落を防止するための案が複数提案され、同月 27 日には、EQSOL
課Ａｓから EQSOL 課Ａｂに対し、当該案を取りまとめた電子メールが送付されている。同案
は、大要以下のとおりである。

（具体的な内容については略）

また、BO 案件検討会議の議事録には、株価下落防止策について以下の記載がある。
【表 46

BO 案件検討会議の概要】

年月日

内容の概要

2020 年

「●EPS 部から執行日の株価の値下がりについて

8 月 20 日

執行日の株価下落が拡大している点を懸念している。売却人や発行体へは以前より強調して
下落リスクに関して説明しているが、想定以上のケースが増加しており対応策を検討したい。
目安件数、前倒しの時間撤廃、最低配分等、リテール営業店の業務効率を重視する方針事態
228

に異論はないが、売手のみが過大なリスクを負う現状は不自然であり、BO ビジネス自体が

縮小するリスクがある。
既に他社からのネガティブキャンペーンや、一部金融機関から日興のブロックオファースキ
ームは執行日の株価が下がる為使用しないといった話も出てきている。
BO で値動きが出るので、BT も気を付けた方がいいと他社がネガティブキャンペーンをやって
いるケースもあり、事法や金法サイドだけでなく、ヘッジファンドなどを含む機関投資家サ
イドにも悪影響が出始めている。
難しい問題であるが、一緒にアイデアを出し合い考えていきたい。
」

225

同会議では、
「BO 銘柄を空売りする顧客、割り当て後に出庫している顧客のトレースなどもおこなった
ほうがよいのではないか？」、「不公正取引につながるような行いを排除するため、例えば当日割当を行う
等の方策」として空売りに対する問題意識を有していることが窺えるものの、対応については持ち帰り検
討となっている。この点については、コンプライアンス統括部及び部店コンプライアンス部において 2019
年 2 月まで顧客の空売り状況の調査が行われているが、調査にとどまり、調査に基づいてワンデイオファ
ーのような特段の改善策の実施はなされていない。加えて、上記第 1 回 PDCA 及び第 2 回 PDCA 以降、第 3
回目の PDCA の観点での検討会は行われていない。
226
EQSOL 課の構成員も、ヒアリングにおいて、BO 取引において繰り返し大口で約定している特定の顧客が
いる等の理由から、リテール顧客が他社口座で空売りを行っているのは社内の共通認識になっていた、2018
年頃から下落が大きくなり問題視されていた旨を述べている。
227
EQSOL 課内で毎朝開催される会議であり、参加者は EPS 部長、EQSOL 課長、同課員及び EPS 部内部管理
責任者である。
228
原文ママ
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同年 9 月 17 日

「●ワンデイオファー
・売れ残り比率が非常に上がっており、顧客やホールセールサイドも困惑している状況
・ソリューションチームでもヒアリングやアイディアを出し合っているので今後Ａｇと相談
させて欲しい
・実施するなら捌けた方がいい。残ると当社リスクも高まる。銘柄選定も含めて検討すべき」

同年 11 月 5 日

「●ワンデイオファー 信用買い解禁
ワンデイオファーの売れ残りが多く、EQ 部もホールセールサイドも困惑しており、ひとつの
施策としてエクイティ・アドバイザリー部の積極的な参加が出来ないかＡｇとＡｂで相談に
行った。信用客の稼働率なども目標となっており、信用取引が可能であれば銘柄や諸条件に
よっては参加して頂けるとの回答を頂いた229。ワンデイオファーはシステム上信用買いに対
応しているものの、リリース当初は新スキームであり

更に信用買いも解禁する事で混乱を

来す可能性も有り得る事から禁止していた経緯がある。本日は議題提起として皆様に認識し
て頂き、整理をした上で次回再度議論したい。
」

同年 11 月 19 日

「●ワンデイオファー 信用買い解禁
・・・海外の動きを見ても今後更にワンデイオファーが台頭していく可能性があり、改良し
ていくべき。
整理し、説明できる理由を用意し、リテールが混乱しないように今後更に議論すべき。

●BO の執行日当日の株価について
売却人の持ち合いを解消したいニーズ、発行体の個人に販売して欲しいニーズ、また現状個
人も儲かっており、Win-Win-Win の良いスキーム。ただ、フロントランニング、アービトラ
ージのような動きがあるように思え、行き過ぎた価格形成をしているようにも見える。当社
からの出庫などもなく、顧客から情報がリークされている等も考えられる。EM と EQSOL で相
談しながら対応策が無いか検討していきたい。」

同年 12 月 3 日

「●ワンデイオファー売れ残り対策

信用買い解禁

（前々回から議論中）

・（前回まで）説明できる理由を用意し、リテールが混乱しないように今後更に議論すべき。
・営業支援部に混乱するかどうかも含め検討して頂いている状況。
」

上記のとおり、株価下落防止策については継続して同会議で議論がなされているものの、
対応策として挙げられているワンデイオファーについては、売れ残りが問題視され、リテー
ルが混乱しないように協議する旨等の記載があるにとどまり、ワンデイオファーの実施が
拡大された事実は確認できなかった。
（略）の中には、ヒアリングにおいて、ワンデイオフ
ァーについては、リテール顧客の買取希望の調査を行う時間が短く、各営業店の負担が大き
い上、リテール顧客への売れ残りリスクが大きいため、否定的な見解であった旨、また、大
229

実際にはエクイティ・アドバイザリー部によるワンデイオファーへの参加はなされず、信用買いは行わ
れなかった。なお、BO 取引についても同様に同部は参加していない。
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口顧客に対する売却を制限する等の案についても、各営業店の負担増が懸念され、実質的な
議論及び対策はなされなかった旨を述べる者もいた。
（2）

第 2 線の対応

第 2 線は、上記第 5.3.（1）のとおり、BO 取引導入の前後において、第 1 線とともに、執
行日での株価下落の懸念を有していたことが窺える。しかし、BO 取引導入前は、顧客への
空売り有無の確認をすることのほかには、特段の検討をしていなかった。
また、BO 取引導入後の 2013 年当時は、空売りによる株価下落という価格形成上の懸念が
現実化していたにもかかわらず、商法コン及び売買管理部において、より詳細な検討を行う
こともなく、結局、2 回の PDCA が開催されたものの、具体的な改善策を提示するには至ら
なかった。
商法コンＤｕ230は、ヒアリングにおいて、BO 取引については、既に「できあがったスキー
ム」であり、その導入時に適法性やリスクの整理がなされているとの認識であった旨、また、
個別の取引を追っているのは売買管理部であり、同部から疑問が提示されていなければ特
に問題はないと考えていたことから、BO 取引は改めて精査検証する対象ではないと考えて
いた旨を述べている231。
2019 年 3 月、BO 取引の実施件数の増加に対する経営企画部の関心の高まり、商法コンＤ
ｕに対しＤｖ専務執行役員及びＤｗ執行役員から 2018 年末頃にコンプライアンス部門とし
ての懸念点がないかを確認するよう指示があったこと等を背景として、商法コンから EQ 部
に対し BO 案件検討会議への参加の申入れを行っているが、実現しておらず、これは一部参
加者の反対による可能性がある232,233。
（略）Ｄｘは、ヒアリングにおいて、同氏も、BO 案件
検討会議に出席しておらず、BO 取引のリスク検証も行っていない旨を述べている。
その後、SESC（略）による本捜索等を発端として、
（日付を略）
、
（略）Ｄｙ常務執行役員
を含む本捜索等に対する事務局会議において、原則として BO 取引の取扱いを停止とする旨
の決定234がされ、
（時期を略）までに代表取締役社長（以下「社長」という。
）がこれを了承
した。
なお、Ｄｚ理事及び部店コンプライアンス部Ｅａのヒアリングによれば、BO 取引の仕組
み自体に内在するリスクに関する事項は、商法コン又は売買管理部の所管であるとの認識

230

2017 年当時
なお、
（略）Ｄｘも、商品性やリスクの見直しの必要性について最初に声を上げるのは商法コンではな
く、当該商品のリスクを感じた部署（部店コンプライアンス部やストラクチャーを作った部署等）である
旨を述べている。また、
（略）就任後も、BO 取引のリスクにつき自ら検証はしておらず、また、役員からも
指示されたことはないとのことである。
232
（略）
233
代わりに BO 案件検討会議の議事録が商法コンへ回付されることとなった。
234
2021 年 6 月 21 日付「取締役会ご発言ポイント」と題する書面に同内容が示されている。
231
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であり235,236、他方、売買管理部Ｕのヒアリングによれば同部は個別の取引の売買審査を行
う部署であり、BO 取引の空売りの状況の確認等を行うのは商法コン又はコンプライアンス
統括部との認識であった旨を述べている。
4

リテール顧客に対する説明内容

上記第 3.5.（11）及び（13）のとおり、BO 業務マニュアル上、各営業店の営業員は、BO
取引におけるニーズ調査及び執行日当日に買い注文を受ける際に、リテール顧客に対し、
「ブロックオファーに関するチェックリスト」を参照しながら、
「執行日において当該株式
銘柄の信用売り建玉のある顧客237は買付けできないこと」を説明することになっている238。
もっとも、一部の営業員に対するヒアリングによれば、
「ブロックオファーに関するチェ
ックリスト」の上記説明事項を機械的に読み上げる等にとどまり、それ以上に、他の証券会
社を通じて行うものも含め、実際に空売りをしているか否かについて踏み込んで確認する
等の運用はなされていないとのことであった。
また、営業員がニーズ調査にてリテール顧客に架電し、BO 取引の対象となる株式銘柄等
についての情報を伝達した後において、リテール顧客が当該 BO 取引による買付けを希望し
なかった場合には、営業員からリテール顧客に対し上記説明事項の読み上げすらなされて
いないケースが、本委員会のデジタルフォレンジック調査によって複数確認された。この点、
一部の営業員に対するヒアリングによれば、ニーズ調査においてリテール顧客が買付けを
希望した場合にのみ、上記説明事項を説明し、買付けを希望しない場合には、説明をせずに
勧誘を終了するとのことであった。
さらに、上記第 3.5.（12）のとおり、BO 業務マニュアル上は、執行日は案件告知日の 1
日後乃至 3 日後とされているものの、ニーズ調査において、
「明日の終値から（数字を略）％
お値引きして」、
「明日の夕方結果がでますので」とリテール顧客に説明しているケースや、
リテール顧客の「明日出るんですね？明日の終値で？」という質問に対して、そうである旨
を断言しているケース等、執行日を特定して勧誘を行っているケースが、本委員会のデジタ
ルフォレンジック調査によって複数確認された。この点、一部の営業員に対するヒアリング
によれば、そもそも執行日が案件告知日の 1 日後乃至 3 日後と規定されていることを明確
235

（略）
。Ｄｚ理事のヒアリングによれば、事業変化を察知し、コンプライアンス部門の体制構築、変化等
に責任を持つ部署は、フロント部門の会議に呼ばれるのは商法コンであるため、まずは商法コンが対応す
るという点では商法コンの所管であるが、商法コンからの報告がコンプライアンス部門 5 部門の部長会に
上がれば、コンプライアンス部門全体で議論する想定であった旨を述べている。
236
（略）部店コンプライアンス部Ｅａのヒアリングによれば、部店コンプライアンス部は社員が顧客に不
適切な勧誘、説明を行っていないかが主たる関心ごとであり、結果の損益は見るものの、途中の株価の値
動きはほぼ見ておらず、値動きを見るのは商法コンと売買管理部である旨を述べている。
237
第 3.5.（11）のとおり、信用売り建玉とは、信用取引で売りを行い、反対売買されずに残っている未決
済銘柄をいい、かかる取引で実際に保有していない株式を売却することから空売りともいう。そのため、
信用売り建玉のある顧客とは、BO 取引の対象となる株式銘柄について空売りをしている顧客を想定してい
る。
238
（略）
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に認識しておらず、執行日は案件告知日の翌日であるとの前提でリテール顧客に対して説
明をしていた239とのことであった。
以上から、空売りに関する説明及び注意喚起等が十分になされていない中で、BO 取引の
対象となる個別の株式銘柄名や執行日に関する情報がリテール顧客に伝わっていたことが
少なくとも一部では存在していたことが窺われる。
5

SESC による（略）一般検査・犯則調査への対応

（1）

上記調査等の概要

（日付を略）以降、SESC は、本自己勘定取引等に関して（略）一般検査における質問等及
び犯則調査としての捜索等（以下、総称して「SESC 調査等」という。
）を実施した。その後、
上記第 1.1 のとおり、2022 年 3 月 4 日に、SMBC 日興証券の役職員 4 名が東京地検検察官に
より逮捕されるに至った。
上記逮捕に至るまでの SESC 調査等及び SMBC 日興証券による対応等の概要は以下のとお
りである。
（略）
。
【表 47

SESC 調査等及び SMBC 日興証券による対応等の概要】
年月日

概要

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

SESC（略）による一般検査（以下「本一般検査」という。
）が開始
（略）
。

（略）

監査部によるエクイティトレーディング240業務監査（以下「本業務
監査」という。詳細については下記第 5.7．参照。
）を実施241。

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

SESC（略）による捜索・差押え等（以下「本捜索等」という。
）が
行われ、（略）
。

239

例えば、ニーズ調査時におけるリテール顧客に対する説明に際して、
「何株買えるかは明日伝えます。
」
、
「明日受注します。
」、「明日の終値から（数字を略）％値引きします。」等の説明をしていたとのことであ
る。
240
SMBC 日興証券の内部監査においては、EQ 本部を対象として、エクイティ業務に関する自己取引、委託
取引、及びこれらに付随する業務を総称して「エクイティトレーディング業務」として位置づけ、2016 年
度より監査を行っている。
241
本業務監査は（日付を略）まで継続された。
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2022 年 3 月 4 日
（2）

SMBC 日興証券役職員 4 名が東京地検検察官により逮捕。

SESC 調査等への SMBC 日興証券の対応

（略）
イ 本一般検査への対応
（ア）

本一般検査への対応

（略）
（イ）

本一般検査後の対応

本一般検査については、実施期間中毎日、SMBC 日興証券の全役員に対し、本一般検査に
係る面談等のスケジュール、質問票及び整理票の個別の項目に係る対応状況等が電子メー
ルで報告されていた。また、本一般検査において質問票及び整理票による検査が行われた項
目については、当時の取締役会及び経営会議の案件外報告242、並びにコンプライアンス協議
会で報告されていたが、BO 取引に関する事項は、面談の実施及び資料の提出等にとどまり、
（略）、取締役会、経営会議及びコンプライアンス協議会では報告されなかった。
本一般検査に対する（略）による対応後、SMBC 日興証券社内で、SESC（略）から質問を受
けた BO 取引の関係部署、第 2 線及び第 3 線の部署で本一般検査の詳細、BO 取引の問題点等
の確認及び議論がされた事実は確認できなかった。
なお、本一般検査において、SESC（略）と面談を行った EPS 部Ｂａの本業務監査における
回答及びそれに対する監査部の対応は下記第 5.7 のとおりである。
ウ 本捜索等への対応
本委員会が把握した主な事実関係は下記表のとおりである。
【表 50

本捜索等への対応の概要】

年月日
（略）
（略）

内容の概要
・

（略）に捜索等がなされ、関係する役職員への事情聴取等が開始。

・

本捜索等に関して対策会議243を組成、開催。

・

（略）
。

・

対策会議を開催。

242

案件外報告は、取締役会又は経営会議における正式な報告ではなく、取締役会又は経営会議の終了後に
なされる報告を指し、報告時点で案件を立てて整理するまでに至っていないものの、タイムリーに報告を
することが良いと考えられる事項が報告される運用となっている。なお、正式な報告か案件外報告か否か
により参加者に変更はない。
243
参加者は、企画統括、企画担当、コンプライアンス統括、コンプライアンス担当、経営企画部、コンプ
ライアンス統括部、商法コン、人事部、GM 管理部等である。なお、人事部及び GM 管理部は（日付を略）に
開催された対策会議のみ参加している。
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・

本捜索等に対する事務局会議において、BO 取引の取扱い停止、及び中止が困難な BO 取
引について自己勘定取引禁止銘柄とする旨決定し、
（略）までの間に社長が口頭でこれを
了承。

（略）
（略）

・

対策会議を開催。

・

（略）
。

取締役会において本捜索等の状況及び以下の事項等について報告244。
・

原則として、中止が困難な BO 取引（最大 6 件）を除いて BO 取引は取扱い停止とし、中
止が困難な BO 取引については（略）の上実施する旨。

・

BO 取引を実施する場合であっても、BO 取引の対象株式は、当該 BO 取引以外での自己勘
定取引禁止とし、顧客による注文等により自己勘定取引を行うことがやむを得ない場合
は売買管理部の承認の上行う旨。

（略）

取締役会における案件外報告として、本捜索等の状況及び BO 取引の取扱いについて上記（日
付を略）取締役会での報告後判明した事実等について報告245。

（略）

SESC（略）の調査対象と推測される BO 取引の対象株式の取引に係る安定操作取引の疑いにつ
いて、事実関係の整理や内部管理態勢の検証、原因分析を行うことを目的として、弁護士を
加えた「特定案件に関する調査プロジェクトチーム」を設置。

（略）

（略）

（略）

「特定案件に関する調査プロジェクトチーム」が調査報告書（社内報告書）を SMBC 日興証券
へ提出。

2022 年 3 月 4

SMBC 日興証券の役職員 4 名が東京地検検察官により逮捕。

日
6

過去の安定操作取引事案（略）の概要

SESC は、SMBC 日興証券（略）支店の顧客が、東証第二部上場のＥｂ（証券コードを略）
の株式（以下「Ｅｂ株式」という。
）の相場を、東証が定める上場廃止基準を超える水準に
安定させる目的をもって、2019 年 1 月 9 日から同月 31 日までの間、一連の売買及び委託を
した行為が、金商法第 159 条第 3 項の規定に違反する一連の有価証券売買等に該当すると
して、金融庁に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告した。
SMBC 日興証券は、この件で同社（略）支店の営業員が当該株式買付注文の一部を受注し
ていたという事案（以下「Ｅｂ事案」という。
）に関し、
（略）
。
同事案において、SMBC 日興証券は、2019 年 1 月 9 日、10 日及び 11 日の当該顧客による
各取引につき、TIMS による抽出結果に基づき売買審査を行ったものの、売買管理部におい

244
245

（略）
（略）
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て、Ｅｂ株式につき上場廃止猶予銘柄としての登録漏れがあり、監視銘柄システム246での取
引抽出はなかったため、審査を担当した売買管理部Ｔにおいて、同月 9 日の取引については
値動きが大きくないと判断し、また、同月 10 日及び 11 日の各取引については、監視銘柄シ
ステムにおいて上場廃止猶予銘柄登録されたものの、監視理由を十分確認することなく、イ
ンサイダーの観点の審査のみを行い、それぞれ「問題なし」として審査を完了した結果、各
取引につき相場操縦の可能性を認識することはなかった。
（略）では、その原因分析において、
「コンプライアンス部門内での情報のエスカレーシ
ョンが重大性の認識不足により適切に行われなかったことが直接的な原因ではありますが、
発生事象について法令の趣旨と社会的要請の変化を踏まえた適切な報告をするよう、経営
として徹底できなかったことが根本的な原因であると考えております。
」と述べ、根本原因
として、
「経営として、ルールベースにとどまらないプリンシプル・法令趣旨に基づいたコ
ンプライアンス意識及び市場のゲートキーパーとしての役割に対する社会的要請の高まり
を認識させた上で、相場操縦を含めた売買管理態勢における適切な PDCA サイクルを回す必
要があったが、当該意識及び認識の理解が第 2 線において十分ではなかったため、その前提
となる売買審査に関して発生する問題事象の情報を幅広く吸い上げることができていなか
った。
」としている。また、売買管理態勢が不十分であった具体的な原因として、①「全役
社員に対する相場操縦に関する研修が具体性に乏しく、受講者の認識度合いを確認して必
要に応じて内容を見直す等の実効性のある研修が行われていなかった。
」
、②「売買管理部内
での業務の見直しや意識の醸成が不十分であった。
」
、③「実効性を確保するための売買審査
の高度化や態勢強化（ヒューマンエラーに対する防止を含む）に向けた、リスクに応じた売
買管理部へのリソースの投入等の態勢整備が不十分であった。
」
、④「売買審査における問題
事象の発生に際して、個別対応にとどめることなく、変化する環境の中で法令の趣旨を全う
するために内包された態勢面の課題まで深堀りする姿勢が不十分であった。
」等の点を挙げ
ている。また、
（略）
「今後、市場の信頼を損なう本件事案のような事態を繰り返すことがな
いよう、継続的に売買管理態勢の強化に向けた取組みを進めてまいる所存です。
」としてい
る。
（略）
7

本自己勘定取引に関する内部監査の状況

監査部は、（期間を略）（個別の監査実施計画策定のための予備調査247に要した期間を除

246

SMBC 日興証券では、顧客抽出基準及び売買形態分析基準に加え、銘柄固有の情報を加味した売買審査を
行うため、注意を要する銘柄について独自の審査を行うこととしており、SMBC 日興証券が法人関係情報を
取得した銘柄や時価総額基準で上場廃止猶予期間入りした銘柄等については、SMBC 日興証券における全取
引を「監視銘柄システム」にて抽出し、別途、審査を行うこととしている。この「監視銘柄システム」への
銘柄の入力作業は、審査担当者とは別の者がモニタリングデータ作成業務として実施していた。
247
監査グループ業務マニュアル第 10 条、第 11 条及び第 13 条
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く。
）
、EQ 部、EPS 部等248に対し、
（日付を略）を監査基準日として、本業務監査249を行った。
しかし、その監査報告書には、本自己勘定取引及びその背景にある本 BO 取引の執行日にお
ける株価下落の問題につき何らの記載もなく、総合評価は良好、内部管理態勢は有効に機能
していると結論づけられている。
本業務監査に係る予備調査において、EPS 部Ｂａは、
「グローバル金融ソリューション部
監査事前質問書」の（略）宛ての質問事項のうち、
「部室の中でリスクが高いと認識する業
務」として、「1.エクイティ・ソリューション課におけるブロックオファーおよびワンデイ
オファー等における情報管理（当該ビジネス拡大により、関与する部署が従前に比べ増加し
たことや情報管理に関する認識が次第に低下しているように感じる）
」
、
「2.ブロックトレー
ド、ブロックオファーのトレード前の株価変動リスク」
、
「3.エクイティ・ソリューション課
における慣れから来る業務全般におけるオペレーションリスクの増大」等を挙げ、その「リ
スク低減策・顕在化予防策」として、
「1.内管者によるメールでのモニタリングなどによる
都度確認や、営業店への内管者による情報管理の依頼等を行いリスク低減・顕在化予防を行
っている。」
、
「2.ブロックトレードにおけるルール変更やブロックオファーにおける他部署
（エクイティマーケティング部）との協議等を行っている。
」
、
「3.内管者による朝会での注
意喚起を継続的に行っている。」旨記載している。さらに、EPS 部Ｂａは、
「今回の内部監査
で特に検証を望む事項」として、改めて上記「部室の中でリスクが高いと認識する業務」記
載のリスクに係る検証を要請している250。これらの記載をした理由について、EPS 部Ｂａの
ヒアリングによれば、
（略）経緯から、BO 取引に関して記載した旨を述べている。
これを踏まえて行われた監査部による（日付を略）付予備調査インタビューにおいて、EPS
部Ｂａは、
（略）旨を各説明している。
（略）監査部Ｅｃは、ヒアリングにおいて、
（略）旨
を述べている。また、監査部Ｅｄは、ヒアリングにおいて、
（略）旨を述べている。
予備調査の結果を記載する「リスク評価表」及びこれを基に作成される個別監査実施計画
書251には、BO 取引前の株価変動リスクに関する項目は入っておらず、監査結果の内容を記
した監査手続書にも当該リスクの原因分析や改善策の提言への言及はない252。

248

EXS 部、機関投資家営業部、コーポレート・アクセス推進部及びストラクチャード商品部も監査対象部
署であった。
249
監査部の行う通常監査には、①「拠点」を監査対象単位とする拠点監査、②「業務」の関連性等の観点
から複数拠点を括って 1 つの監査対象単位とする業務監査、及び③特定の業務・システムについて行う項
目監査がある（監査グループ業務マニュアル第 3 条）
。
250
なお、
（年度を略）のエクイティトレーディング業務監査時の EPS 部Ｂａの事前質問書においてもリス
クの高い業務として「ブロックトレード、ブロックオファー（トレード前の株価変動）
」と記載があり、こ
れに対するリスク低減策・顕在化予防策では「ブロックオファーについては、トレード前の株価変動がな
いスキームを検討中です」との記載がある。同監査に係るリスク評価表及び監査報告書のいずれにおいて
も、BO 取引前の株価変動に関する記載は見当たらない。
251
監査グループ業務マニュアル第 10 条第 3 項
252
（略）監査部Ｅｃによれば、内部監査に際して、インタビューで（略）の状況をヒアリングしたものの、
この問題に関して深堀するとの判断には至らなかった旨を述べている。
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8

本自己勘定取引に関する経営陣の認識

（1）

社長の認識

EQ 本部作成の 2020 年 1 月 10 日付「商品部門報告会資料」に、本自己勘定取引を行って
いる旨の記載はないものの、Ａ株式に係る本 BO 取引が、自社のアナリストレポートで目標
株価が執行日前日の夕方に大幅に引き下げられ、執行日に株価が 5％超下落した中で実施さ
れたことに対し、一部営業店で困惑した旨の報告及び今後の対応策（告知後に営業担当の EM
部が該当するレポート配信有無を確認等）が記載されている。この点、社長は、ヒアリング
において、2020 年 1 月当時は、商品部門報告会に、自らは企画統括の立場で出席している
はずである旨を述べている。
また、上記第 5.5.（2）.ウの本捜索等がなされる前の（日付を略）、「契約社員のボーナ
スについて」と題する電子メールで、Ｂｃ副社長が、社長宛てに、Ｅｅ常務執行役員及びＥ
ｆ常務執行役員を CC として、
「まずは（略）の賞与の考え方とレベル感について他社事例、
海外拠点事例をベースに整理しました」と電子メール本文に記載し、
「契約社員のボーナス
についての整理」と題する添付ファイルを送信している。
当該添付ファイルには、
「7．他部門への貢献事例」
「1 リテールビジネス」として、
「・
ブロックオファーで値崩れした時に自己ポジションを用いて価格をサポート」と記載され
ている。なお、当該添付ファイルは全文 8 頁にわたるもので、本自己勘定取引に関連すると
認められる記載は上記のみで、最終頁にあった。
同電子メールに対し社長は、翌日、
「了解です。持続可能なモデルを作っていく段階に来
ていると思いますので、今後の課題として認識し、マーケットコースとしての報酬・賞与体
系を精緻化をしていきましょう。なお、今回の賞与支給については考え方含め賛同します。
人事サイドの意見があれば教えてください。
」と返信している。ここでいう「了解」とは、
ヒアリング結果も踏まえると、賞与の金額等の支給条件について了解したものと窺える。
社長や CC に含まれた役員らは、ヒアリングにおいて、大要、
「日々多忙の中、上記添付フ
ァイルについてもしっかりと目を通していたか分からない。
」
、
「当時、
「ブロックオファーで
値崩れした時に自己ポジションを用いて価格をサポート」という記載部分を読んだかどう
か、記憶がない。
」旨を述べている。なお、第 5.5.（2）.ウ記載の本捜索等までに、社長や
CC に含まれた役員において、本自己勘定取引が問題視され、議論や対策の対象とされたこ
とはない。
（2）

GM 統括副社長の認識

（略）
（3）

EQ 本部本部長及び副本部長の認識

（略）
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（4）

コンプライアンス所管役員等の認識

Ｅｇ専務執行役員及びＤｙ常務執行役員は、ヒアリングにおいて、
「本 BO 取引の当時、
その対象株式につき執行日当日に自己勘定取引が行われていたこと自体を認識しておら
ず、本捜索等又は 2022 年 2 月 21 日付前記『特定案件に関する調査プロジェクトチーム』
による調査報告書（社内報告書）によりその存在を認識した。
」旨を述べている。
なお、Ｄｚ理事も、同様に、ヒアリングにおいて、BO 取引に関連する空売りや株価下
落といった問題及び本自己勘定取引の存在につき、本捜索等が行われるまで把握してい
なかった旨を述べている。
（5）

経営会議、取締役会及び監査等委員会における議論の状況

本自己勘定取引を行っていた当時の経営会議議事録及び取締役会議事録上には、BO 取
引に関連する空売りや株価下落といった問題及び自己勘定取引の存在について取締役会
等が執行部から報告を受け、議論をした形跡は見当たらない。
また、Ｅｈ社外取締役は、ヒアリングにおいて、監査等委員会においても、BO 取引に
関連する空売りや株価下落といった問題及び自己勘定取引について報告を受け、議論を
したことはない旨を述べている。
9

BO 取引対象株式の処分状況に関する売却人への説明対応

（略）
10

内部通報制度の運用実態

SMBC 日興証券における内部通報体制は、①「日興アラーム」と称する社外の弁護士が対
応する窓口、②「違法・不正相談窓口」と称する監査等委員会及びコンプライアンス統括部
が対応する窓口、及び③「ハラスメント相談窓口」と称する人事部、健康管理室及び社外専
門機関が対応する窓口の 3 種で構成されている。各窓口は、通報対象事実の内容区分に応じ
たもので、①「日興アラーム」は違法・不正行為等に関する情報、②「違法・不正相談窓口」
は違法・不正行為に加え、より幅広い事項に関する相談事項253、③「ハラスメント相談窓口」
は、職場環境を悪化させる行為やハラスメント行為、をそれぞれ通報対象としている。なお、
「違法・不正相談窓口」は、2020 年 3 月 30 日に新設された。
SMBC 日興証券では、通報内容を概ね以下の 5 分類に区分整理しており、2017 年度乃至
2021 年度における上記「日興アラーム」その他の窓口への通報件数は、以下のとおりであ
るところ、SMBC 日興証券から受領した資料による限り、本自己勘定取引に関係する通報は
見当たらなかった。

253

監査等委員会が受け付ける窓口は役員不正等に関する相談、コンプライアンス統括部が受け付ける窓口
は違法行為・不正行為全般に関する相談を受け付けるものとされている。
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① コンプライアンスに係る違反・不正行為等（金商法違反等）に関するもの
② 情報セキュリティに係る違反・不正行為等（情報漏洩等）に関するもの
③ 倫理規程に係る違反・不正行為等（不適切な経費使用等）に関するもの
④ 労務管理に係る違反・不正行為等（ハラスメント、不適切な労働時間管理等）に関する
もの
⑤ その他の法令・社内規範に係る違反・不正行為等に関するもの
【表 51

11

内部通報制度の運用実態】
2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

①

0件

1件

1件

1件

0件

②

0件

0件

0件

0件

1件

③

0件

3件

0件

0件

0件

④

37 件

48 件

65 件

57 件

58 件

⑤

1件

5件

3件

9件

11 件

アンケート結果等の概要

アンケート調査及びホットライン等を通じて本委員会が把握した回答及び意見等のうち、
本事案の原因分析や再発防止策に関わると思われるものの概略は、
別紙 6 のとおりである。
なお、本委員会は、必要に応じ、資料の精査、関係者のヒアリング及びデジタルフォレンジ
ック等を通じて、別紙 6 記載の回答及び意見等を踏まえた調査を行ったものの、その事実の
存否についての認定には至っていない。
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第6
1

本自己勘定取引の法的問題点
本自己勘定取引に関連する法規範

（1）

金商法の理念と証券会社の市場における役割及び責務の重要性

ア 関連法規範の概要
金商法は、その第 1 条で「企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業
を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、
有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済
の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする」と定め、有価証券の「取引の公
正」及び「公正な価格形成」を、金商法の目的達成のための主要な柱としている。そして、
株式を含む有価証券の取引に関する規制ないし規範として、①金商法の規定（第 6 章 有価
証券の取引等に関する規制

第 157 条乃至第 171 条の 2 等）及び関係政令・府令、②金融

庁、金融商品取引業協会、金融商品取引所等が定める諸規則、③金融庁が関与して策定され
たプリンシプルベースの規範、及び、④金融商品取引業者が自ら定める社内規則その他のル
ールが複合的に存在し、いずれも証券会社の行為規範となり、事後の評価規範となる。
このうち、上記③には、金融庁が金融規制の質的向上（ベターレギュレーション）を進め
る文脈の中で 2008 年 4 月 18 日付で公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」254が
含まれる。これは、ビジネス環境や規制環境を金融サービス利用者と提供者の双方にとって
より良いものとしていくために、ルールベースの監督とプリンシプルベースの監督の最適
な組合せを図ろうとするものである。その「プリンシプル」255には、
「2．市場に参加するに
あたっては、市場全体の機能を向上させ、透明性・公正性を確保するよう行動する。
」
、
「6．
自身・グループと利用者の間、また、利用者とその他の利用者の間等の利益相反による弊害
を防止する。」、
「8．財務の健全性、業務の適切性等を確保するため、必要な人員配置を含め、
適切な経営管理態勢を構築し、実効的なガバナンス機能を発揮する。
」等が含まれ、金融庁
によれば、
「金融サービスの提供者である各金融機関等にとっては、成文化されたルールが
ない場合やルールの解釈が分かれる場合であっても、自らがとるべき行動について、基本的
な考え方が明確となり、環境の変化に応じて機動的に、自主的なサービスの改善や新サービ
スの開発・提供などに取組む際の指針となることが期待される。この意味で、プリンシプル
は、各金融機関等に期待される改善努力の方向感を示すと共に、ベストプラクティスの拠り
所となるものである。また、ルールを解釈する際の基礎となるものでもある。
」とされてい

254

https://www.fsa.go.jp/news/19/20080418-2/02.pdf
上記「金融サービス業におけるプリンシプル」において、
「プリンシプル」とは、
「法令等個別ルールの
基礎にあり、各金融機関等が業務を行う際、また当局が行政を行うにあたって、尊重すべき主要な行動規
範・行動原則と考えられる」とされる（
「金融サービス業におけるプリンシプルについて」
（https://www.f
sa.go.jp/news/19/20080418-2/01.pdf）の 1.注 1）
。
255
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る256,257。
イ 証券会社の市場における役割及び責務の重要性
資本市場には、金融商品の発行会社である上場会社、不特定多数の個人投資家、自ら及び
最終受益者である他者のために資産運用を行う機関投資家、売買注文のマッチングを担う
金融商品取引所、同取引所に顧客の売買注文を仲介する証券会社等の多様な参加者が存在
し、各々の行動が組み合わされ有機的に働くことによって市場の機能が十全に発揮される
ことが期待されている。
その中にあって、証券会社は、
「金融商品取引業者」
（金商法第 2 条第 9 項）として有価証
券の売買等の仲介に加え、自らも売買の主体になって資本市場に参加することが許容され、
これによって金融商品の流動性を高める役割を担っている258。しかし、仲介者として多くの
情報に接する証券会社が自らも売買の主体となることは、同様の売買を行う他の投資者と
の間で情報格差がある上に、仲介業務における顧客との間に潜在的な利益相反のリスクが
あることに注意が必要である。このような証券会社の特殊な地位に鑑み、証券会社には高い
自己規律が求められ、資本市場における「取引の公正」や「公正な価格形成」を確保するこ
とはもとより、上記の「利益相反」を適切に管理する責務がある。
このため、個人投資家を含む全ての市場参加者に適用される行為規制（相場操縦等の禁止、
インサイダー取引規制等）が、証券会社にも適用されるのはもとより、これに加え、金商法
並びに関係政令及び府令において、証券会社には、より厳格な規制が課されている。すなわ
ち、金商法第 36 条第 1 項は、
「顧客に対する誠実義務」として「金融商品取引業者等並びに
その役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならな
い。
」と定め、同法第 38 条は、
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人」に対し、
「投資者の保護に欠け、取引の公正を害」するものとして関係府令で定めるものも含め様々
な行為を禁止している。
そして、これらを徹底するため、法令レベルにとどまらず、金融庁による上記プリンシプ
ルの公表のほか、自主規制法人、日証協等により自主規制ルール等が示され、また、証券会

256

「金融サービス業におけるプリンシプルについて」の 2.②
金融庁は、2017 年 3 月 30 日付で「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表し、金融事業者がとるべ
き行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」ではなく、金融事業者が各々の置かれた状
況に応じて、形式ではなく実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、
「プリンシプル
ベース・アプローチ」を採用している（https://www.fsa.go.jp/news/28/20170330-1/02.pdf）。なお、同
原則は、2021 年 1 月 15 日付で改訂されている（https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.p
df）。
258
SMBC 日興証券の社内規則である「ボルカールール対応に関する規則」では、自己勘定取引のうち、ボル
カールールで定められる対象取引、すなわち、証券又はデリバティブ（含む為替予約）等の特定の金融商
品を、短期転売目的、短期の価格変動による利鞘獲得目的、短期裁定目的又はこれらのポジションをヘッ
ジする目的で、自己の勘定で売買すること等については、原則禁止とされ、事前に商法コンの確認及びリ
スク管理部の認可を得ることで、経常的にこれを行うことができる旨規定されている（同規則第 6 条及び
第 7 条）
。
257
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社自体による自己規律として社内規則の整備が求められている。これらにおいては、証券会
社による自己勘定取引につき、その重要性に鑑み、①役職員の規範となるべき倫理規定の策
定、②社内規範を実効あらしめるため、営業部門から独立した機関による事前審査体制の構
築の必要性等が指摘されている259。
ウ 小括
上記の金商法の理念並びに金融商品取引業者としての証券会社の市場における役割及び
責務の重要性に鑑みると、証券会社に対しては、その業務遂行上、資本市場における「取引
の公正」及び「公正な価格形成」を確保することが特に強く求められており、本自己勘定取
引の法的問題点を検討するにあたっては、関連規制ないし規範全体の法意・趣旨を踏まえ、
拠り所とすべきである。
（2）

公正な価格形成に関する法規制

ア 相場操縦の禁止
金商法は、
「仮装売買・馴合売買による相場操縦」
（金商法第 159 条第 1 項）260、
「現実売

259

証券会社による自己勘定取引に対する規制の在り方については、①証券取引審議会総合部会作成の 199
7 年 5 月 16 日付市場仲介者ワーキング・パーティー報告書「顧客ニーズに対応した多様な投資サービス」
（https://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/shoken/tosin/1a503f3.htm）
、②証券会社の市場仲介機能等に
関する懇談会作成の 2006 年 6 月 30 日付「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」
（https:
//www.fsa.go.jp/singi/mdth_kon/20060630.pdf）、③日証協の自己売買に関する検討ワーキング・グルー
プ作成の 2007 年 7 月 31 日付「会員における自己売買のあり方等について-自己売買に関する検討ワーキン
グ・グループ報告書-」（https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/houkokusyo/h20/files/jikobai.pdf）等
においても議論されてきたところである。
上記①の同報告書では、手数料の自由化等に伴い、ブローカレッジ業務の補完として位置づけられてき
たディーリング業務の重要性が指摘されるとともに、ディーリング業務とブローカレッジ業務やアンダー
ライティング業務との間には、情報の共有による利益相反の問題等があるため、効果ある利益相反防止措
置等の整備が必要であるとされ、顧客情報を利用したディーリング（フロントランニング）の禁止、担当
部門間の明確な区分と情報遮断（チャイニーズ・ウォール）等のより一層の強化が必要になるとの問題意
識が指摘されている。
上記②の論点整理では、市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持・向上につき、証券会社に
よる倫理規定の整備や社内方針・規則等の整備及び内部管理態勢の構築を求める旨の言及があった。また、
自己売買の在り方の問題、過当な自己売買等についての指摘がなされ、ディーラー等に対する定期的な研
修の義務付け、自己売買を行うディーラーと委託売買の投資者が入手できる相場情報の非対称性の妥当性、
倫理規定の必要性に関する意見も出されている。
上記③の報告書では、過当な自己売買に対する抑制として、マーケットインパクト（株価、売買高への
過度な影響等）を与えかねないような自己売買については、相場操縦等の不公正取引の問題として既に規
制が設けられているため、抑制的なルールを新たに設ける必要性は特にないとするものの、既に存在する
ルールを証券会社各社が厳格に遵守する仕組みの構築が重要であるとされている。また、自己売買部門と
他部門との利益相反の問題は、個別の業務を遂行していく過程で常に発生し得る利益相反の一つと位置づ
け、各社の倫理規範等に照らし、状況に合わせた必要な社内管理を行うべきであるとされている。
260
仮装売買とは、単一の者が同一の有価証券等について同時期に同価格で買付け及び売付け等の取引をし、
他の投資者には、正常な取引と区別することができない記録上の取引を作り出すことをいう。馴合売買と
は、複数の者があらかじめ通謀の上、同一の有価証券等について、同時期に同価格で買付け及び売付けを
して、仮装売買と実質的に同様の結果を作り出すこととされる。神田秀樹・黒沼悦郎・松尾直彦編「金融商
品取引法コンメンタール 4 ―不公正取引規制・課徴金・罰則―」24、25 頁参照。
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買による相場操縦」
（金商法第 159 条第 2 項第 1 号）261及び「安定操作取引」
（金商法第 159
条第 3 項）を禁止し、刑罰をもって担保している。これらの規制は、取引所金融商品市場
（以下、単に「市場」という。）における価格は、正常かつ自然の需要と供給262によって形
成されるもの（公正な価格形成）であるという投資者の市場に対する信頼を守るためのもの
であり、人為的に価格を高騰又は下落させ、あるいは安定させて、公正な価格形成を損ない、
投資者の信頼を裏切る行為を市場から排除しようとするものである。
本事案で前記公訴提起の適用法条とされた金商法第 159 条第 3 項の禁止する「安定操作
取引」とは、相場操縦の一類型であり、
「政令263で定めるところに違反して、取引所金融商
品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相
場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申
込み、委託等若しくは受託等を」することとされる。
イ 証券会社に対する特別規制としての作為的相場形成行為の禁止
「何人」に対しても規制を課す上記第 6.1.（2）.アの相場操縦の禁止に加え、金商法第
38 条は、上記第 6.1.（1）．イのとおり、
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用
人」に対して、様々な行為を禁止しているところ、その一つである同条第 9 号の「投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとし
て内閣府令で定める行為」として、金商業等府令第 117 条第 1 項第 19 号が概要「取引所金
融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出し
た数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加さ
せる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け又はこれらの申込み
若しくは委託等をする行為」（以下「作為的相場形成取引等」という。
）を掲げている。
その趣旨は上記第 6.1.（2）.アの相場操縦の禁止に関するものと同一であり、市場にお
いて重要な役割と責務を有する金融商品取引業者等及びその役職員の立場に鑑み、
「一連の」
取引ではない等、金商法第 159 条に定める相場操縦には該当しないものについても拡大し

261

現実売買による相場操縦とは、有価証券市場における有価証券等の売買を誘引する目的をもって、単独
又は共同で当該有価証券等の取引が繁盛であると誤解させ、又は相場を変動させるべき一連の有価証券売
買（その申込み、委託等若しくは受託等を含む。
）とされる。岸田雅雄監修「注釈金融商品取引法【第 3 巻】
行為規制」22 頁参照。
262
なお、証券取引法（当時）第 159 条第 2 項第 1 号違反の罪の成否に関する事案において、
「
『自然の需給
関係』とは、相場を変動させるような人為的操作とは無関係な投資者らが、それぞれの経済的合理性に基
づく意図を有しながら取引に参加している状態において行われた買い付けの注文と売り付けの注文との関
係のことであると解される。
」と判示したものがある
（大阪地判平成 18 年 7 月 19 日 2006WLJPCA07199007）
。
263
有価証券の募集又は売出しがなされる場合、一時的に大量の有価証券が有価証券市場に流通し、一時的
な需給関係の悪化により、相場が下落する。その結果、有価証券の募集又は売出しが困難となるおそれが
ある。そのため、産業資金の調達を円滑にする観点から、有価証券市場の募集又は売出しを容易にし、か
つ、投資者が有価証券を換金する際の売却価格が不当に安値になることを防止するため、政令に定める制
限に従って、安定操作取引（その委託・受託を含む。
）を行うことは許容される（金商法第 159 条第 3 項、
金商法施行令第 20 条第 1 項）
。
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て禁止したものとされている264。ただし、同規定にのみ違反する行為は刑罰の対象とされて
いない。
（3）

投資判断に影響を及ぼす非公知情報の証券会社による利用制限

ア 「法人関係情報」の利用禁止
上記の金商法第 38 条第 9 号を受けた金商業等府令第 117 条第 1 項は、金融商品取引業者
又はその役職員に対する禁止行為として、刑罰による担保はないものの、
「法人関係情報に
基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引…を
する行為」
（同項第 16 号）を掲げている。そして、
「法人関係情報」は、金商業等府令第 1
条第 4 項第 14 号において、「法第 163 条第 1 項に規定する上場会社等の運営、業務又は財
産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認めら
れるもの…をいう。
」と定義されている。その規制趣旨は、金商法上のいわゆる「インサイ
ダー取引」規制と同様、一般投資家が安心して投資活動を行うことができる公正な市場を維
持するため、業務上「法人関係情報」に接する機会の多い金融商品取引業者に対し、その公
表前にこれを利用した取引をすることは情報優位な立場を悪用する不公正なものであると
して禁止し、排除することにあると解される265。
イ 法人関係情報以外の「非公知の重要な情報」の利用制限
証券会社の市場における役割及び責務の重要性に鑑み、証券会社が投資者の投資判断に
重要な影響を及ぼす非公知の情報を利用することは、当該非公知の情報が上記の法人関係
情報に該当しない場合でも許されない場合がある266。すなわち、金融庁は、証券会社が一部
の顧客のみに対し「市場構造に関する東証における検討状況に係る情報」
（いわゆる早耳情
報）を提供して投資勧誘した営業行為につき、
「法令等諸規則に違反する行為ではないもの
の、…資本市場の公正性・公平性に対する信頼を著しく損ないかねない行為である」とし、
「情報管理に係る経営管理態勢が十分ではない」ことを理由に、当該証券会社に対し行政処

264

岸田雅雄監修「注釈金融商品取引法【第 2 巻】 業者規制」341 頁参照。上記第 6.1.（2）.アの相場操
縦の禁止と異なり、
「一連の」という文言が入っていないため、1 回限りの取引であってもこれに該当し得
るとされる。
265
SMBC 日興証券の社内規則である「内部者取引管理規程」の別表 1「法人関係情報一覧」には、
「主要株主
（議決権比率 10％以上）の異動」との項目はあるが、BO 取引に関する事実自体は明記されておらず、また、
BO 業務マニュアルには、上記第 3.7.（1）のとおり、本自己勘定取引に関連し、BO 取引に関する情報であ
ることのみをもって「法人関係情報」に該当するとの整理はされておらず、法人関係情報に準じた取扱い
を行う旨が規定されている。
266
上場会社等の発行者である場合には、明文上、取引関係者に「上場会社等の運営、業務又は財産に関す
る公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの」を伝達する場合、
当該情報を公表することが求められる（金商法第 27 条の 36）
。これは、フェア・ディスクロージャー・ル
ールと呼ばれ、上場会社からの情報伝達に関する投資者間の公平性を確保するとともに、投資判断に影響
を及ぼすような重要情報を利用する不公正な取引を防止することを目的とする。
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分を行った267。
（4）

証券会社による利益相反行為の禁止

上記のとおり、
「金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人」は、顧客に対して誠実
かつ公正に、その業務を遂行しなければならない義務を負う（金商法第 36 条第 1 項）
。これ
は、金融商品取引業者等に対し「高度の誠実性」と「顧客への公正・公平な取扱い」を求め
る一般規定と位置づけられている。同義務から導かれる具体的な行為規範が明定されてい
るわけではなく、また、同義務違反に対する罰則もないが、証券会社の顧客に対する信義則
上の義務を認定する理由の一つとして証券取引法（当時）上の誠実公正義務の規定を引用し
た裁判例268が存在する。
金融庁は、2021 年 1 月 15 日付で、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改訂を
行い、
「金融商品取引業者は、適正な投資勧誘の履行を確保するために整備した態勢に基づ
いて、顧客に対する誠実公正義務を果たす必要がある。
」とし、これを明確化している269。
また、上記第 6.1.（1）.アのとおり、
「顧客本位の業務運営に関する原則」を改訂し、
「原則
2. 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行
い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化とし
て定着するよう努めるべきである。
」としている。これを受け、SMBC 日興証券においても、
「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」270を公表し、その中で、
「
『お客さま本位』の
考えに立ち、誠実・公正に業務を遂行するため、利益相反のおそれがある場合には、これを
適切に管理することにより、お客さま本位の業務運営に努めます。
」と規定している。上記
第 6.1.（1）.アのとおり、金融庁が 2008 年 4 月 18 日付で公表した「金融サービス業にお
けるプリンシプル」においても、
「6．自身・グループと利用者の間、また、利用者とその他
の利用者の間等の利益相反による弊害を防止する。
」とされている。
このように、金商法第 36 条第 1 項の定める金融商品取引業者の顧客に対する誠実公正義
務は、顧客との利益相反行為を禁止する趣旨を含むものであって、証券会社の業務遂行にあ
たっての基本指針の一つであるところ、上記「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」
の規定に照らすと、SMBC 日興証券においても同様の位置づけがなされていると理解される。
2

本自己勘定取引に係る法的問題点の検討

（1）

公正な価格形成の観点からみた問題点

上記第 6.1.（1）及び（2）のとおり、証券会社には、その市場における役割及び責務の重

267

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190528-2.html
東京高判平成 8 年 11 月 27 日 判時 1587 号 72 頁
269
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅲ-2-3-1
270
①お客さまにふさわしい商品・サービスの提供、②重要な情報の分かりやすい提供、③手数料等の明確
化 、④利益 相反 の適 切な 管理 、 及び 、⑤従業員に対する適 切な 動 機づ けの 枠組 み等 を定めて いる
（https://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html?msclkid=02a89e0db60811eca037f943fa9c2d10）
。
268
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要性に鑑み、「公正な価格形成」を確保すべきであるとするプリンシプルに照らし、自らが
執るべき行動及びその妥当性について実質的に検証し、高い規律の下でベストプラクティ
スを追求する不断の努力が強く求められる。このような観点からは、証券会社は、相場操縦
の規制や作為的相場形成取引等の規制の法令上の文言のみに依拠するのではなく、その法
意・趣旨を踏まえ、より高い次元で、自らの行為が、公正な価格形成に関する実質的な問題
性を孕んでいないかを常に検証する必要がある。すなわち、証券会社は、ある銘柄の市場で
の株価が、正常かつ自然の需要と供給によって形成されたものであるとの投資者の信頼を
損なう懸念がある行為を厳に差し控えるべきであり、人為的に価格形成をしたとの疑いを
抱かせるような自己勘定取引を行うことは許されない。
上記第 4.12 のとおり、本自己勘定取引は、個々的には、その規模、程度、態様、影響等
に相違があり、その意図・目的の認定にも濃淡があるものの、総じて、本調査対象株式の市
場での株価が当該 BO 取引執行の当日下落する傾向にある中で、当該株価の大幅な下落を避
けようとする意図・目的があった、すなわち、それが上記第 6.1.（2）.アの「安定操作取
引」に該当するか否かはともかく、人為的に価格形成をしたとの疑いを抱かせるような行為
であったと認めざるを得ない。
したがって、本委員会は、本自己勘定取引を、公正な価格形成を確保するという金商法の
理念に反し、証券会社の市場における役割及び責務に悖る不適切かつ不公正な行為であっ
たと評価する。
なお、仮に大幅な株価下落を避けようとする意図・目的が空売りによる下落からの回復を
目指すものであったとしても、これを許容する法令上の根拠はなく、また、仮に空売りが株
価下落の原因であったとしても、それは SMBC 日興証券自体のリテール顧客に対する勧誘の
過程での情報拡散の結果であるともいえ、上記の不適切かつ不公正な行為を正当化する事
由にはなり得ない。
（2）

投資判断に影響を及ぼす非公知情報の利用制限の観点からみた問題点

BO 取引に係る情報は、売却人に関する情報であると同時に、大口株主による保有株式の
売却であるため、当該株式の発行会社との関係等の売却人の属性や、売却の理由・経緯、規
模、タイミング等に関する情報は、当該発行会社の株主異動に伴う会社支配関係や経営方針
の変更に係る情報、すなわち発行会社の運営や業務に関する非公知の情報となる場合があ
り得る。また、本 BO 取引の執行に関しては、現に、案件告知後に当該株式の価格が市場で
下落する傾向にあったことを踏まえると、投資者の投資判断に影響を及ぼすものであると
もいい得る。
この点、SMBC 日興証券の社内規則では、上記第 3.7.（1）のとおり、BO 取引に係る情報
それ自体は法人関係情報に該当しないものとされ、これに準じて取り扱うものとされてい
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たものの、個々の BO 取引において、発行会社の主要株主271の異動等の重要情報を含む場合
には、法人関係情報に該当するものと整理されていた。
上記第 6.1.（3）のとおり、法人関係情報は定性的概念であり、その適用例も十分な蓄積
がないため、その外延を明確に画することは容易ではなく、また、本委員会は、立場上、売
却人及び本調査対象株式の発行体である株式会社に対するヒアリング等を実施していない
ため、本 BO 取引に係る情報が個々具体的にいかなる意味を持つ情報であったのか、投資者
の投資判断にいかなる影響を与えたのかについての認定を行うことができる立場にない。
とはいえ、本自己勘定取引は、
（略）を含め、その対象とされた株式に係る本 BO 取引に関す
る情報を前提に行われたものと認められ、少なくともプリンシプルベースでは不適切とさ
れるべきものが含まれていた可能性があり、また、本自己勘定取引に際しては、法人関係情
報の利用や法人関係情報に該当しなくても投資判断に重要な影響を及ぼす非公知の情報の
利用が規制されている上記の趣旨を踏まえれば慎重な検討や対応が必要であったと言わざ
るを得ない。
（3）

証券会社による利益相反行為禁止の観点からみた問題点

SMBC 日興証券は、本 BO 取引において、本調査対象株式を高く売却したい売却人との関係
では、当該株式の株価下落による本 BO 取引のキャンセルを防ぐだけではなく、BO 取引執行
日の終値が高くなることが、売却人との将来的な取引を含む関係性の維持に繋がるという
立場にあった。
他方、本調査対象株式を安く買いたいリテール顧客との関係では、当該終値に関し、これ
と反対のインセンティブを有する立場にあり、加えて、SMBC 日興証券は、売却人から買い
取ることになる本調査対象株式が手許に残ることを避けるために、必要なリテール顧客の
確保に向けて BO 取引執行日の終値の確定前に相当数272の者へ BO 取引に係る情報提供を行
っており、これが結果的に空売りを誘発し、BO 取引執行日の終値を下げるモメンタムを形
成した可能性すらあった273。この点で、SMBC 日興証券は、自らその原因を作出した者とし
て、株価の大幅な下落を防ごうとするインセンティブを抱く状況にあった。
このような中、上記第 4.12 のとおり、本自己勘定取引は、総じて BO 取引の執行日におけ
る株価の大幅な下落を避けようとする意図・目的で行われたものと認められるところ、他方
では、自らが買取りを勧誘したリテール顧客は、執行日における終値を基準とした価格で株
271

主要株主とは、概要、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の 10％以上の議決権を保有している
株主をいう（金商法第 163 条第 1 項）
。
272
SMBC 日興証券では、リテール顧客の購入希望を募るために、営業店のニーズ調査により、相当数のリテ
ール顧客に対し BO 取引の対象銘柄の購入申込みの勧誘がなされ、BO 取引の情報が提供される。例えば、Ａ
株式案件では、リテール顧客への売却に係る総約定件数（顧客数）は 4,249 件であるところ、ニーズ調査
ではより多くのリテール顧客へ勧誘がなされていると考えられる（なお、かかる勧誘がなされたリテール
顧客の数は管理されておらず、SMBC 日興証券として把握していないとのことである。
）
。
273
上記第 5.3 のとおり、SMBC 日興証券の社内では、BO 取引の導入時である 2012 年からかかる空売りが生
じる可能性が認識され、随時、その是正策につき議論がなされていた。
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式を取得することとなる274ため、より高い価格での買取りを余儀なくされるという結果を招
くものであり、このような事情の下での本自己勘定取引は、SMBC 日興証券がリテール顧客
に対して負う誠実公正義務に含まれる利益相反行為の禁止の趣旨に反するものであったと
評価せざるを得ない。この点においても、本自己勘定取引は不適切な行為であった。

274

この点、本自己勘定取引がなければ、株価の下落に伴い、BO 取引自体がキャンセルとなり、リテール顧
客が株式を取得できない可能性は一応考えられる。しかしながら、キャンセルの可能性は BO 取引スキーム
上前提とされており、リテール顧客はそれを前提に取引関係に入ることを希望する形になっていたのであ
るから、リテール顧客との関係で、本自己勘定取引を行ってでも BO 取引を成立させなければ、誠実公正義
務の趣旨に反する結果となる、とはいえない。
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第7

原因分析

上記第 6 のとおり様々な問題点がある本自己勘定取引が、SMBC 日興証券において長期間
にわたり多数回繰り返されたのはなぜか、SMBC 日興証券は SESC（略）による本捜索等の犯
則調査を受けるに至るまでなぜ本自己勘定取引を防げなかったのかという問題を、前記第 4
及び第 5 に認定した事実関係に照らして検討すると、本事案には、以下の 4 つの根本原因
があるものと認められる。
①

証券業務全体の中での潜在的リスクに見合った自己規律及び態勢整備の不足

②

社内全般にわたる規範意識の希薄性

③

ガバナンス態勢全般の機能不全

④

人事政策におけるコンプライアンスの位置づけの弱さ

これらは、SMBC 日興証券が現状において抱える大きな課題を示すものでもある。以下順
次詳述する。
1

証券業務全体の中での潜在的リスクに見合った自己規律及び態勢整備の不足

証券会社は、金融商品取引業者として、有価証券取引の仲介、企業の資本調達への関与等、
多様な業務を行う一方で、自らの計算において有価証券の売買等の自己勘定取引を行う。そ
こには、過度に投機的な自己勘定取引により証券会社自体の財務の健全性を損なうリスク
が存するだけでなく、業務の過程で様々な情報を得ることができるという立場を利用して
自社の利益を図る不公正な取引を行うリスク、売買等の仲介を委託した顧客の利益に反す
る取引を行うリスク等、様々な潜在的リスクが存在する。したがって、証券会社には、自己
勘定取引につき、その業務全体における位置づけを明確にした上で、その公正性の確保に万
全の注意を払い、自己規律を発揮するための態勢を整備するとともに、その運用の適切性を
継続的に検証する仕組みを構築し、執行していかなければならない。
しかし、SMBC 日興証券においては、上記のような潜在的リスクに見合った自己規律が不
十分であり、具体的にリスクを適切に管理する態勢整備が不十分であったため、自己勘定取
引に係る規律の不足に起因する問題を起こしてしまったと言わざるを得ない。具体的な問
題点は以下のとおりである。
（1）

自己勘定取引に係る業務指針の不備・曖昧さ

SMBC 日興証券は、ET 課による自己勘定取引につき、自己勘定取引禁止とする銘柄の設定
や引値関与への自粛といった一般的な基準を定めている。
しかし、BO 取引の対象となる株式銘柄であることを理由として当該銘柄の自己勘定取引
を明文で禁止又は制限する社内ルールは設けられておらず、これに関連する発注を制限す
るシステム上の担保措置も講じられていない。したがって、BO 取引の対象となる銘柄の自
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己勘定取引を行うとした場合の留意事項に関する指示等も明示的にはなされてこなかった。
そのため、BO 取引の対象となる株式銘柄の自己勘定取引がどのような場合にどの範囲で許
されるのかが明確ではなく、社内関係者個々人によって区々であるのが実態であり、ET 課、
その監督者たる EQ 部長らの判断に事実上委ねられる結果となっていた。
（2）

自己勘定取引の担当部署における規律の不足

EQ 部を含む本自己勘定取引の第 1 線の関係部署は、確かな根拠もなく自己の行為を「フ
ァシリテーション」であるから問題ないと解釈し、さらには、会社の利益へ貢献する行為で
あるという自負を抱いている者もいた。
また、第 1 線の関係部署の中には、第 2 線である売買管理部において自己勘定取引への
専門的知識及び理解が不十分であることや、コンプライアンス部門へ相談しても具体的な
解決策が得られないこと等を理由として、売買管理部を含むコンプライアンス部門から検
証や批判を受けることへの緊張感に乏しく、時に問題点の指摘等があっても、それに真摯に
向き合う姿勢もなかったことが窺われる。
すなわち、自己勘定取引を行う第 1 線は、その取引の適正性を期する真摯な姿勢に欠けて
いたと言わざるを得ない。
（3）

自己勘定取引に係る審査の実効性の欠如

売買管理部の本自己勘定取引に対する審査は、以下のとおり、不十分・不徹底であって、
実効性に欠け、本自己勘定取引を適切に規律づけることが期待できるレベルのものではな
かった。
ア 自己勘定取引に適用する措置基準の不備
売買管理部の売買審査担当者は、多数回にわたって銘柄抽出基準、顧客抽出基準又は売買
形態分析基準により TIMS で抽出された本自己勘定取引について、いずれも「措置なし」と
の判断をしている。その背景には、措置基準の不備がある。
証券会社の自己勘定取引については、上記第 7.1 柱書の様々な潜在的リスクがあること
を踏まえて、そのリスクに起因する問題が発生した疑いがある取引を広範に捕捉できるよ
うな措置基準を設定すべきであった。しかし、
「売買審査業務マニュアル」では、BO 取引に
適用される措置基準に係る審査の着眼点は、顧客からの受託取引における着眼点と共通の
ものとされ、具体的な「措置」の種類・行使順序も、受託取引を念頭として複数回の措置基
準への抵触を前提としている等275、BO 取引における問題を実効的に審査し、牽制するよう

275

①ヒアリング、②配慮要請、③注意喚起、④注意（受託停止）を段階的に行使するとの慎重な対応とな
っている。
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なものとなっていなかった276。特に、
（略）は、BO 取引に関連して行われた本自己勘定取引
のように、銘柄ごとに 1 日のみ行われるような取引には有効に対応できないものとなって
いた。その結果、本自己勘定取引について売買管理部からの踏み込んだ指摘がなされず、こ
れが、第 1 線において第 2 線が本自己勘定取引を是認したと認識する原因となったことは
否定できない。
イ いわゆる「イベント審査」の不備
売買管理部では、TIMS で抽出されない自己勘定取引についても、相場操縦の観点から独
自の審査を行っており、引値保証取引等について、売買管理部のモニタリング担当者が、個
別に、価格形成に不審な値動きがないかを審査する運用が行われていた（以下「イベント審
査」という。）。
しかし、このイベント審査の対象に BO 取引を含めていなかった277。そのため、BO 取引の
対象となる株式銘柄につき執行日に自己勘定取引が行われていないか、その態様はどうで
あったか等を着眼点とした審査はされてこなかった。また、イベント審査の対象に BO 取引
を追加する機会は、上記第 5.3.（1）の導入時の社内検討をはじめ、第 1 回 PDCA 及び第 2
回 PDCA、Ｅｂ事案等多く存在したものの、実際に具体的に検討されたことはなかった。
上記の着眼点があれば、審査において、BO 取引の執行日に BO 取引の対象となる株式銘柄
につき、株価を上回る指値での買い注文がなされていること、引け指しで大量の注文がなさ
れていること、前後の期間中で突出して規模の大きい買い注文が行われたこと等から、売買
管理部が取引の態様に不審を抱き、本自己勘定取引について突っ込んだ審査をすることが
できた可能性がある。
以上のとおり、売買管理部によるイベント審査自体の運用が全体として形式的であって、
自己勘定取引の適正を確保する実効性を欠いていたと言わざるを得ない。
2

社内全般にわたる規範意識の希薄性

SMBC 日興証券では、独自の行動規範（以下「行動規範」という。
）278を設定しており、そ
こでは、法令諸規則の理解及び遵守、利益相反の適切な管理、公正かつ誠実な取引の実施、
投資判断に重要な影響を及ぼす非公知の情報等の厳格な管理等が定められている。
しかし、以下のとおり、現場レベルから経営レベルに至るまで社内全般にわたり、自己勘
定取引を含む業務に潜在する様々なリスクに対する危機意識が低い。そのため、関連する法
令等の規範を直視してその法意・趣旨を真摯に検討し、確かな法的根拠に基づいて業務を実
276

大前提として自己勘定取引での株価の操縦をするという発想がない旨の売買審査担当者である売買管
理部Ｔの供述、自己勘定取引については厳しく見るべきと考えていたが特段周知は行っていない旨の売買
管理部Ｕの供述等があり、売買管理部においても、自己勘定取引に関する基本的な審査のスタンスが統一
されていないことが窺える。
277
売買管理部Ｖは、ヒアリングにおいて、そもそも株価を支えるインセンティブが働く取引スキームであ
るとの認識がなく、それゆえ BO 取引がイベント審査の対象となっていないと思う旨を述べている。
278
https://www.smbcnikko.co.jp/company/policy/code/index.html
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施しようとする姿勢に欠け、したがって、法令の解釈及び適用における共通認識が社内に形
成されていない。また、利益を追求するあまり、法令を安易に都合よく解釈する姿勢も窺え
る。その結果、上記行動規範も実際には遵守されてこなかったと言わざるを得ない。
それらの根本には、SMBC 日興証券には、以下のとおり、証券会社の市場における役割及
び責務の重要性に即した規範意識、高度の倫理観が社内全般に希薄であったことを指摘す
ることができる。
（1）

現場レベルの規範意識

本自己勘定取引が実施されていたことは、SMBC 日興証券社内において、取引を実際に行
った EQ 部のみならず、関係する複数の社員や部署にも認知されていた。本来であれば、こ
れらの社員や部署において、上記の法的観点から、本 BO 取引との関連において、本自己勘
定取引の問題性を検証し、自己規律が発揮されてしかるべきであり、実際にその機会は十分
に存在した。それにもかかわらず、SMBC 日興証券において、自律的なブレーキが働くこと
はなかった。
また、本委員会が行ったヒアリング対象者の多くに、
「BO 取引の対象となる株式銘柄に係
る自己勘定取引を禁止する明文規定はない」ことをもって、本自己勘定取引は非難されるべ
きいわれはない旨の弁明が見られた。かかる弁明は細則主義的弁明（口実）に過ぎず、プリ
ンシプルベースの規律意識が SMBC 日興証券に根付いていないことを端的に示している。
（2）

経営レベルの規範意識

上記第 5.8 のとおり、第 1 線を所管する役員らに対しては、本自己勘定取引の存在を示
すいくつかの示唆がなされていたことから、本自己勘定取引の問題点を認識ないし認識し
得た役員は少なからず存在していたものと考えられる。これらの役員としては、本自己勘定
取引が少なくとも不適切かつ不公正な行為と評価されるおそれがあることに気づき、これ
を改める措置を講ずる契機はあったはずである。
また、本自己勘定取引の存在を認識し得なかった役員についても、仲介業務を含む複雑か
つ多様な業務に携わるとともに自己勘定取引にも携わる証券会社の役員として、相場操縦
等の不公正取引が行われる潜在的リスクへの危機感を持ち、当該リスクに係る懸念事項を
適時に報告させるレポーティング態勢を構築すべきであった。それにもかかわらず、実際に
はそのような態勢は十分には構築されていなかった。このことは、経営陣の不公正な取引に
関する危機意識及びそれを醸成するための社内措置が不十分であったことを示すものであ
る。
以上のほか、コンプライアンス部門を含むバックオフィスの人員を営業部門279にシフトさ

279

本第 7 及び下記第 8 では、第 1 線部署を総称して「営業部門」と記載する。
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せる、といった経営資源の再配置が行われるにあたり280、コンプライアンスへの配慮が十分
であったか、営業部門とコンプライアンス部門との間にバランスを欠いていたのではない
かとの疑問が残る。
営利企業である証券会社において、実効性あるコンプライアンスは、経営陣、なかんずく
経営トップが明確なコミットメントを行い、それを社内・社外に繰り返しアナウンスし、現
場とのコミュニケーションを密にしつつ浸透度合いを計測して常時メンテナンスを行うと
ともに、規範に違反する事象が一旦発生したときは毅然かつ迅速に厳正に対処することに
よって、初めて実現し保たれるものである。
SMBC 日興証券においては、経営陣において、コンプライアンスの観点からのそのような
コミットメントとメンテナンスの努力が十分とはいえなかったことが窺われる。
3

ガバナンス態勢全般の機能不全

ガバナンス態勢上の最上位に位置する取締役会、監査等委員会及び経営会議は、本事案に
おいて現場で生じた問題について把握・検討することができず、その結果、実効的な監督・
統制機能を発揮してこなかった。
第 1 線においても、各部署間の利害調整やコンプライアンス及びリスク管理を行う態勢
が不十分であり、第 2 線及び第 3 線であるコンプライアンス部門・内部監査部門も問題の
発見に至らないか、問題の可能性を認識しながら積極的に牽制する意欲・姿勢が窺われない。
また、売買管理部の態勢自体の脆弱性や、法令解釈を統一的に判断する責任部署の不存在、
情報収集機能を補完する内部通報制度も十分に機能していないといった問題もあった。
このように、SMBC 日興証券のガバナンス態勢は、全般において機能不全に陥っていたと
言わざるを得ない。その要点は以下のとおりである。
（1）

売買管理部の態勢自体の脆弱性

第 2 線では、公正な価格形成等について高い規律を維持すべき証券会社において、その最
前線に立って、第 1 線に対して強力な牽制機能を果たすことが期待されているところ、特に
売買管理部では、知識・経験等の面で第 1 線と対峙することができる人材を欠き、また人員
数としても恒常的に不足をきたしていた。
ア 売買管理部の人材配置の不備
（略）
これらは、コンプライアンスにつき職責を自覚し毅然として臨む姿勢のなさを示すが、そ
の背景には、売買管理部が、自己勘定取引への理解・経験不足により自己勘定取引を行う部
280

複数のコンプライアンス部門各部の構成員は、ヒアリングにおいて、Ｅｉ前社長の時代に営業部門強化
の目的から、非営業部門の人員の一部を営業部門に移管するといった方針の下で人事施策が行われた旨を
述べている。
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門と対峙し、対等な立場で説明を求め、その内容を検証し、行為の是非を問うといった適切
な牽制機能が果たせる人材を欠いていたという事情があったことが窺われる281。
イ 売買審査担当者の人員不足等
売買審査担当者 1 人当たりの TIMS による審査件数は、上記第 3.6（3）のとおり増加傾向
にあったところ、本事案当時の売買管理部では恒常的な人員不足であると自己認識してい
た282。このような一人当たりの業務量の増加は、売買審査担当者が第 1 線の業務を批判的か
つ積極的に審査する姿勢を後退させ、また、俯瞰的に審査体制のあり方やルールを見直す契
機も失わせる要因となった可能性を否定できない。
なお、システムの高度化や人員不足に対応するための、審査の自動化・機械化の推進等の
予算要求・配分が、売買管理部から部門長、さらには経営陣に届いてはいなかったこと、あ
るいはそれが届いても実現されにくい状況にあったことも窺われ、売買審査機能の効率的
かつ実効的な態勢整備が遅れる原因となった可能性がある。
（2）

コンプライアンス関連部門全般の牽制機能の脆弱性

内管や売買管理部を含むコンプライアンス関連部門では、
（略）及び本一般検査という重
大な契機においてすら、相場操縦を含む不公正取引の懸念を察知できず、上位の意思決定機
関への報告にも至らなかった。これは、当時、
（略）に鑑みれば、異常な状況であると言わ
ざるを得ず、看過できない。
自己勘定取引に内在する相場操縦を含む不公正取引の危険性への通常の感度及び第 1 線
への牽制機能を果たす意欲をもって適切な報告がなされていれば、以後の本自己勘定取引
を未然に防止できた可能性があることに鑑みると、内管や売買管理部を含むコンプライア
ンス関連部門における組織的なレポーティング態勢の不備が本事案を拡大させたといって
も過言ではない。
内管や商法コンも不公正取引等の問題の認識ないし認識可能性がありながら報告等の対
応に至らない等、第 1 線を積極的に牽制する意欲・姿勢が欠けていたと言わざるを得ない。
また、現場レベルで直面する問題に対するリスク分析の不十分性及び継続的な検証サイ

281

（略）
売買管理部Ｔのヒアリングによれば、2 名体制のときには 1 人で 1 日に 3,000 件～5,000 件を処理する
必要があったので、朝 6 時半頃から夜 7 時頃まではノンストップで審査を行っていたが、当日に処理が終
わらないこともあり、その場合には翌日に持ち越すこともあったとのことである。また、売買管理部Ｕの
ヒアリングによれば、当時は、日々の業務に追われ、EQ 部の自己勘定取引について振り返る余裕はなかっ
たとのことである。さらに、売買管理部Ｅｊのヒアリングによれば、当時、全社的な人員削減の流れがあ
り、言っても無理なので公式に役員に人員不足の解消を要請したことはないし、売買管理部は人員を減ら
されていないという意味では恵まれていた（とはいえ長期休暇者がいるので実稼働人数は足りていない。
）
と考えていたとのことであり、また、汎用的な TIMS には限界があるため、システム開発の予算申請をした
が、2 年連続で承認は下りなかったとのことである。また、商法コン（当時）Ｄｘのヒアリングによれば、
特にシステム予算は儲けを出すビジネスが優先で後回しになる旨、
（略）旨を述べている。
282
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クルの欠如により、当該問題を早期に是正する機会を逸したことも否定できない。
具体的には以下のとおりである。
ア 問題発見及びレポーティング態勢の不十分性
売買管理部は、第 2 線であるコンプライアンス部門の一つとして、コンプライアンスに関
する重要な問題を遅滞なくコンプライアンス会議（経営会議）及び監査等委員会に報告する
義務があった283。
（略）
加えて、上記第 5.5.（2）.イのとおり、本一般検査に対する本検査事務局による対応後、
SMBC 日興証券社内で、本一般検査の詳細、BO 取引の問題点等の確認及び議論がされた事実
も確認できず、その後、
（日付を略）に SESC（略）による本捜索等が実施されるまで特段の
改善措置は講じられなかった。
イ 第 1 線を牽制する積極的な意欲の乏しさ
上記第 5.2.（1）のとおり、（略）。また、
（略）
。
各内管には、自己が配置された課が行う業務について、独立したコンプライアンスの観点
で牽制機能を果たすことが期待されており、内管は、不公正取引をより現場に近い立場で牽
制し、現場で発覚したコンプライアンス・リスクを速やかにコンプライアンス部門へ報告す
る役割を果たすべき立場にあるが、実際には、かかる役割は何ら果たされていなかった。
また、上記第 5.2.（2）のとおり、商法コン及び LC 課においても、EQ 本部朝会で本自己
勘定取引の存在を察知できる機会がありながら、問題行為が行われるはずがないという前
提の下、これを見逃していた可能性が高く、緊張感をもって第 1 線と対峙し牽制する意欲が
乏しかったことが窺える。
このような内管、商法コン及び LC 課による牽制及び報告の不備が、その後の EQ 部によ
る本自己勘定取引を拡大させる原因になったとともに、コンプライアンス部門や経営陣に
よる本自己勘定取引の存在の認識や対応を遅らせる結果に繋がったものといえる。
また、内管やコンプライアンス部門における意欲的な牽制及び報告がなされない背景に
は、問題が生じてもコンプライアンス所管役員や監査等委員会といった上長・上位機関から
確実なバックアップを得られる、又は第 1 線と第 2 線の双方を見てバランスを保ちながら
議論を進めることができるという組織的な連携態勢が構築されておらず、自分がアクショ
ンを起こしても孤軍奮闘しなければならないといった不安感が根底にあった可能性も否定
できない。
ウ リスク分析の不十分性及び継続的な検証サイクルの欠如
コンプライアンス部門では、取り扱う商品全般について、導入時のリスク分析は勿論のこ
283

コンプライアンス規程第 8 条第 2 項
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と、導入後に発生した問題、法改正、市場の変化等に応じた適時のリスク分析がなされるこ
とが必要不可欠であるところ、上記第 5.3.（2）のとおり、売買管理部や商法コンは、BO 取
引の導入検討段階から、BO 取引のスキーム上、多数のリテール顧客に対するニーズ調査に
起因して空売りが生じ、それが株価下落に繋がる可能性を指摘していた。しかしながら、議
論された内容が、引継事項として正式に部内承継されることがなく、また、継続的に再検証
される仕組み及びサイクルもなかった結果、
（略）
、BO 取引は「できあがったスキーム」で
ある等として、リスクの精査や検討の必要性の意識すら窺えない状況となっていた。
エ コンプライアンス部門 5 部署の相互関係の不明確さ
SMBC 日興証券にはコンプライアンス部門として 5 つの部（コンプライアンス統括部、商
法コン、部店コンプライアンス部、売買管理部及び法務部）が存在し、これらは対等で並列
的に位置づけられている。また、それぞれの役割分担に不明確な部分がある。特に、5 つの
部のそれぞれの認識や見解を横展開し、調整し、最終的に取りまとめ決定する明確な統括部
署が設置又は業務分掌で明確化されていない。
このことを背景に、コンプライアンス部門の各部が、自己の業務分掌を限定的に解釈して、
相互に見合うような消極的姿勢をとった結果、実質的に空白地帯が生じた可能性も否定で
きない。
（3）

取締役会等へのレポーティング態勢の目詰まり

上記第 5.8.（5）のとおり、本自己勘定取引当時の取締役会、監査等委員会及び経営会議
において、BO 取引に関連する空売りや株価下落といった問題及び本自己勘定取引の存在が
報告され、議論された形跡は見当たらないところ、その理由は、レポーティング態勢の目詰
まりにあったものと思われる。
これらの問題や本自己勘定取引の存在について、EQ 部、EPS 部及び EQSOL 課や、売買管理
部といったコンプライアンス部門、さらには役員の一部が認識していたにもかかわらず、そ
れが取締役会等に伝わっていないこと自体が、ガバナンス態勢の機能不全を象徴している。
その背景には、経営会議等のアジェンダ設定に関わっている事務方や自己勘定取引に関
連する部署の所管役員における、証券会社が行う業務に内在する不公正取引のリスクへの
感度の低さと相俟って、経営会議以下の執行機関から取締役会等の監督機関への報告態勢
の中で自己勘定取引に関連する問題に警鐘を鳴らす運用が確立されていなかったことがあ
るものと思われる。
（4）

部門横断的なビジネスを俯瞰しリスク管理を行う態勢や主体の不存在

SMBC 日興証券では、複数の部門に跨る複合的なビジネスを行うにあたり、各関係部署の
利害を適切に調整し、時には、他の部署からのクレームを押し切ってでも、実効的な対策を
主導的に決定する責任部署又は権限ある会議体が存在して然るべきであった。
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しかし、上記第 5.3 のとおり、BO 取引に関しては、執行日当日における BO 取引の対象と
なる株式銘柄の大幅な株価下落284の原因について、社内で議論がされ、具体的な対応策とし
て、大引け後に 1 日で手続が完結でき、空売りの余地を与えないワンデイオファーの推進
や、空売りの疑われる大口顧客に対する売却を制限すること等が提案されたものの、証券会
社としてのビジネス上の不利益やリテール顧客担当部署である各営業店の営業員の負担増
加等が懸念されて、結局、株価下落の問題への実効性ある対処がなされないまま、問題が先
送りされていた。
このような BO 取引に内在する株価下落のリスクに関しては、BO 取引というビジネスモデ
ル自体を存廃の岐路に立たせるものとして、相応のデメリットが生じることも覚悟の上で
改善策を検討し、しかるべく執行すべきであった。しかし、BO 案件検討会議を含め、責任
をもって改善策を実施する主体が存在せず、各部署が営業員の負担増加等への問題回避と
いった「社内の都合」を優先し、問題の解決を先送りにしたまま現行のスキームを継続した
ことが、自己勘定取引による安易な株価下落への対応を存続させた一因ともいえる。
（5）

法令解釈を全社的に統一して判断・提示する責任部署の不存在

上記第 7.1.（1）のとおり、SMBC 日興証券の社内においては、法令の解釈が関係者によっ
て区々であり、共通認識を欠いたまま、担当部署の判断に事実上委ねられる結果となってい
たところ、コンプライアンス関連の各部門がその点につき連携することもなく、結局、何が
どの範囲で法的に許容されるのかについて、責任をもって一元的に判断し提示する部門が
ない状況であった。これは、いわばガバナンスの軸となる部門が実質的には構築されていな
かったことを意味する。
（6）

内部監査部門の監査機能の不十分性

上記第 5.7 のとおり、
（年度を略）年本業務監査では、EPS 部Ｂａにより、BO 取引に関連
した株価変動リスクに対するリスク低減策や顕在化予防策を内部監査項目として特に取り
上げるよう要請されていたにもかかわらず、これらが重点的な内部監査対象とはされなか
った。
これは、第 1 線への牽制機能を担う内管の懸念事項に真摯に向き合い、現場の声を汲み上
げる姿勢に欠けていたことを示すものであり、同時期にＥｂ事案における対応や本一般検
査が行われていた状況も踏まえれば、監査で最も重要とされている、潜在リスクへの着眼に
欠けていたと言わざるを得ない。
このことは、内部監査部門において、証券会社が行う業務に内在する不公正取引のリスク
への共通認識が形成されておらず、その結果、自らの任務に対する責任意識が不足し、会社
の実効的ガバナンスを実現する上での役割の大きさが自覚されていなかったことの表れで

284

本自己勘定取引の対象となる 10 銘柄のうち、中止となったＥの株式を除く 9 銘柄において、前日終値
からの執行日当日の終値までの株価の下落率は約 4％から 10％となっている。
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あるともいえる。
（7）

過去の不祥事事案の反省を活かせない経営体質

SMBC 日興証券においては、過去に発生した顧客による相場操縦事案（Ｅｂ事案）に関連
して、
（略）が問題点として検出されていた。そして、
（略）においては、
「今後、市場の信
頼を損なう本件事案のような事態を繰り返すことがないよう、継続的に売買管理態勢の強
化に向けた取組みを進めてまいる所存です。
」との記載があるものの、実際には抜本的な売
買審査態勢の改善には至らず、本事案において、Ｅｂ事案での教訓が活かされることはなか
った。
このことは、不祥事事案に対し、直近に起きた事案のみを対象として弥縫策を講じるにと
どまり、根本原因に遡った実効性ある対策が実施されていなかったとも評し得る。
（8）

内部通報制度の機能不全

上記第 5.10 のとおり、SMBC 日興証券における内部通報窓口では、コンプライアンスに係
る違反・不正行為等（金商法違反等）に関する通報件数が、5 年間で 3 件にとどまっている。
それが直ちに内部通報制度の不備に結びつくわけではないが、ヒアリングによれば本自己
勘定取引につき疑問を抱いていた者が相当程度いたにもかかわらず、これに関する通報が 1
件も見当たらないことから、業務上行われる取引行為の適正性等に関しては、内部通報制度
は十分に機能していなかったと言わざるを得ない。
現に、上記第 1.7.（5）の本委員会が設置したホットラインでは、16 日間で 21 件の申告
があり、また、上記第 5.11 のアンケートでは、10 人程度の役職員が、
「BO 取引に際して自
己勘定取引で BO 取引と同銘柄の株式の買付けを行うことについて、コンプライアンスに関
わる問題又は懸念があると考えたか」という質問に対し、
「本事案当時、問題であると考え
た」旨を回答している。なお、ホットラインでは、人事配置・人事政策の問題、EQ 部の優越
的な地位等についての申告もあった。
4

人事政策におけるコンプライアンスの位置づけの弱さ

人事政策の観点から本事案の原因を見たとき、上記第 7.3.（1）のとおり、売買管理部の
人的態勢の整備につき不十分な点があったほか、コンプライアンス面での貢献を人事考課
上の明示的な加点要素として動機付ける仕組みが不十分であった可能性が指摘できる。
SMBC 日興証券における人事体系では、総合コースの社員のほかに、マーケットコースの
社員等、複数の採用・処遇形態が存在し、EQ 部においては、トレーダーのような専門職の
社員にマーケットコースの者が多く存在する。このうち、総合コースの社員については、上
記第 3.4 のとおり、個人コンプライアンス評価及び上長の裁量的評価に基づく職業倫理・コ
ンプライアンス評価でネガティブチェックが行われるにとどまり、コンプライアンスに対
する社員の姿勢や日々の実践は積極的に評価上昇ポイントとして反映されにくい設計とな
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っていた。他方、マーケットコースの社員については、営業成績の達成に主眼が置かれ、制
度上は、コンプライアンス評価が含まれているものの、部長職未満を対象とする 2019 年度
及び 2020 年度の個人コンプライアンス評価では、全てのマーケットコースの社員が A 評価
を受けており、明確な理由が示されていない評価も散見される。これらに照らせば、コンプ
ライアンスの観点からの評価が事実上機能していなかった可能性も否定できない285。
以上のように、SMBC 日興証券では、コンプライアンスの観点が、明示的な加点要素とし
て人事評価、報酬等に反映される仕組みが客観的に明確でなく、したがって、コンプライア
ンスの問題があっても積極的に声を上げない傾向を生みやすい仕組みになっていたという
ことができる。特にマーケットコースの社員の人事考課の運用状況は、会社の利益さえ重視
すればよいといった姿勢を助長する危険性を帯びる仕組みともいえる。
このような人事政策におけるコンプライアンスへの配慮の不徹底が、自己勘定取引の関
連部署における法令や規律への理解及び遵守意識が希薄であったこと、コンプライアンス
部門における自己勘定取引が孕む不公正取引の危険性への感度が低かったこと、そして売
買審査態勢の仕組みやルール作りの改善が実現しなかった等の遠因になったとも考えられ
る。さらに、同じことが、内管・コンプライアンス部門において意欲的な牽制機能を発揮し
ようとするマインドセットが形成され定着する土壌が培われなかった要因となった可能性
も否定できない。

285

（略）
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第8

再発防止策に係る提言

上記第 7 で示した本事案の各原因を踏まえ、本委員会は SMBC 日興証券に対し、以下の再
発防止策を提言する。
①

自己勘定取引の在り方を含む業務運営の見直し・総点検

②

全社的な規範意識の向上と人事政策の改善

③

経営陣の明確なコミットメントと任務遂行

④

コンプライアンス態勢の強化

⑤

不正の芽を早期発見し、迅速に対処し、業務改善につなげるサイクルの定着

なお、個々具体的な再発防止策は、SMBC 日興証券自身が、金融商品取引業の実務を踏ま
えつつ自ら検討して策定するのが相当であり、本委員会の提言は、その際の基本的な方向性
ないし骨太の指針を示すものである。SMBC 日興証券が、本事案の重大な問題性を直視し、
これを厳しい教訓として、今後、本提言を踏まえ実効性のある再発防止策を策定し、その検
証を行いつつ業務の適正化に向けて継続的に取り組むこと、そしてその過程で本提言が活
かされることが望まれる。
以下、各提言について順次詳述する。
1

自己勘定取引の在り方を含む業務運営の見直し・総点検

再発防止策としてはまず、相場操縦を含む不公正取引の防止態勢、投資者との間の情報の
非対称性を利用した取引防止のための情報管理態勢及び情報遮断措置、並びに利益相反防
止態勢について、制度・実態の両面にわたって総点検することが第一である。そして、BO 取
引の場面に限らず、あらゆる自己勘定取引に伴うリスクを洗い出し、法的検討を深めた上で、
自社の金融商品取引業務における自己勘定取引の位置づけを明確にし、当該リスクに起因
する問題発生の未然防止、発生時の早期発見・早期対応に資する策を講じていくことが肝要
である。
その際には、法令・規範の正確な解釈と社内ルールへの反映ができているか、法令・規範
の趣旨に則ったオペレーションが行なわれているか、社内ルールが形骸化していないか等
を点検項目に含めることが適切である。
特に、本事案を教訓にして、自己勘定取引がどのような場合にどの範囲で許容されるのか、
いかなる場合に禁止・制限されるのかを明確にし、審査の基準・着眼点としても機能するよ
うな自己勘定取引に係るルールを改めて策定し、社内研修を通じて全社的な共通認識とす
ることが求められる。そのルールは、証券会社が市場において果たすべき役割、責務の重要
性を踏まえた公正な取引の遂行を可能とするものであるべきであり、そのような公正な取
引の遂行が評価される仕組みを組み込むことが必要である。
SMBC 日興証券は、リテール業務及びホールセール業務に跨る幅広い業務を展開する証券

146

会社として、顧客の売買注文を受け取引所につなぐ仲介業務、法人顧客等の増資や資金調達
をサポートする引受業務、投資アドバイザリー業務等に従事しており、これらを含む他の業
務全般についても、上記の自己勘定取引に係る改善努力と同様の視点で、社内の業務運営を
点検し所要の改善策を策定・実施することが望まれる。
2

全社的な規範意識の向上と人事政策の改善

企業が利益追求するのは当然であるが、あくまでコンプライアンスの確保がその大前提
であることの自覚が、規範意識向上の出発点である。また、証券会社の市場における役割及
び責務の重要性に照らし、証券会社の役職員には、高度の規範意識・倫理感が求められる。
そのことの自覚、意識改革（いわば、コンプライアンスの動機付け）が喫緊の課題である。
上記を踏まえ、自己勘定取引部門に属する者に限らず、役職員一人ひとりが、法令・規範
に対する本質的な理解を深め、法令の趣旨を踏まえたプリンシプルベースでの自己規律を
発揮できるよう、部門ごとの具体的な業務に応じたコンプライアンス研修を充実させ、継続
的に行うことが求められる。その際、本事案を含む具体的な事案のケーススタディを行う等、
その実効性が確保される工夫が必要である。かかる研修を通じて、全役職員が持ち場に応じ
て 3 層の防衛線のいずれかの役割を担っているという意識を全役職員に徹底させ、各自が
「他人事」ではなく「我が事」として、リスクへの対応を心掛けることが期待される。
また、役職員の意識に働きかける政策には、制度的な担保も不可欠である。このような全
社的な規範意識の向上のためには、人事政策が適切に設計され、それが社内に周知され、公
正に実施されていることが極めて重要である。上記第 7 の原因分析でも述べたとおり、コン
プライアンスに係る業務での貢献が人事評価に適正に反映される仕組み、その実績が報酬
にも加算される仕組み等、この面での制度設計と社内周知を行い、それを継続的に実施して
いくことが優先順位の高い課題である。コンプライアンス違反やコンプライアンス軽視の
行為に対する措置も、適切に織り込まれるべきことは当然である。
さらに、本事案を通じて顕在化した、SMBC 日興証券の経営陣に及ぶリスク感度や規範意
識の希薄性については、再発防止策の策定にあたり特に留意を要する。経営陣が、不適切な
行為が業務として行われ得るリスクに対する危機意識を持って、コンプライアンスの重要
性を繰り返し発信し、その実践をリードすることが強く求められる。また、一旦リスク顕在
化の疑念が生じたときは、最悪の事態を想定しつつ迅速に対処することが経営陣の重大な
責務である。経営陣はそのことを自覚して意識改革を図る必要があり、また、それを可能と
する人材が求められる。
3

経営陣の明確なコミットメントと任務遂行

本自己勘定取引をめぐる問題の存在は、前記の SESC による本捜索等がなされるに至るま
で取締役会、監査等委員会及び経営会議等で何ら把握されていなかった。また、そもそも BO
取引スキーム自体の是非を問うような適切な経営判断や監督に対する関与も希薄であり、
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一般に、コンプライアンスを確保する仕組みや動機づけも徹底されていなかった。
これらを踏まえ、経営陣は、その強いコミットメントを持って、本事案を契機とした再発
防止策の実施を優先順位の高い最重要課題として位置づけ、率先してこれに取り組むとと
もに、個々の具体的な再発防止策の実行を継続的に監視し、検証を通じて適時の見直しを行
い、業務の現場における必要な利害調整を含む経営判断を迅速に行うことが求められる。
具体的には、以下のとおりである。
（1）

経営陣によるメッセージ及び現場との双方向のコミュニケーション

本事案を契機として規範意識の向上等の企業体質改善を実現するためには、経営陣が、過
去事例をなぞるような形式的なメッセージではなく、上記第 7 の根本原因に真摯に向き合
い、実効性のある再発防止策を実行する固い決意を発信すべきである。
また、経営陣は、メール等による一方的な発信に終始するのではなく、自ら歩み寄って、
敬意をもって中間管理層や現場社員に対し、自分の言葉で伝える努力も必要である。このよ
うな経営陣の姿勢があってこそ、中間管理層や現場社員において、安心して忌憚なく、経営
陣や上司に対して現場が抱える問題の提起を行えるようになり、このことが、ひいては経営
陣による問題の早期発見及び必要なアクションの契機ともなり得るのである。後記のとお
り、内部通報制度の充実化も課題であるが、内部通報に至る前の平時の現場と経営陣との間
のコミュニケーションこそ、まずは経営陣が取り組むべき課題といえる。
上から下への意思疎通と下から上への問題提起、すなわち双方向のコミュニケーション
が全社的な実態把握を可能にし、規範意識を具体的な実践に結びつけていく役割を担い、さ
らに具体的実践の実績が規範意識の定着を促すことを肝に銘じるべきである。
このように、現場の問題に経営陣がコンプライアンスを最優先して向き合う姿勢を発信
し双方向のコミュニケーションを行うことで、全社員でコンプライアンスに係る当事者意
識を共有し、経営陣の問題共有へのインセンティブや使命感につなげることができるよう
になると考えられる。
（2）

取締役会等の活性化

本事案における本自己勘定取引等に係る情報が経営会議、取締役会及び監査等委員会に
的確に汲み上げられていなかった状況に鑑み、経営会議等の事務運営を担う部門において、
営業部門だけでなく、コンプライアンス部門を含む非営業部門の意見や問題意識も積極的
に汲み上げる努力が必要であり、アジェンダの設定や情報収集方法の見直しを図ることが
重要である。このような努力と実践が、現場と経営陣との間の双方向のコミュニケーション
をより確かなものとすることに寄与する。
また、経営陣の側においても、自ら証券会社を取り巻く問題に対する高い感度や鋭敏な課
題意識をもって、経営会議等におけるアジェンダ設定を積極的、能動的に点検し提案する等、
情報収集の充実化、迅速化を図ることが求められる。会計監査人、内部監査部門等との日常
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的なコミュニケーションの強化も、これに資することになろう。
4

コンプライアンス態勢の強化

コンプライアンスを確保する仕組みや動機づけが全社的に徹底されなければ、本自己勘
定取引についての改善はなされたとしても、その場しのぎの対応になりかねず、自己勘定取
引に関連し又はその他の点でもコンプライアンスに係る問題が再発する可能性がある。し
たがって、コンプライアンスの担い手となるコンプライアンス関連部門（コンプライアンス
部門のほか、第 1.5 線、第 2 線、及び第 3 線の全般に及ぶ。
）を意識、体制及び運用の全般
にわたり強靱化することが喫緊の課題である。もとより、形式的、名ばかりの強化であって
はならず、現行のコンプライアンス態勢が形骸化している面がある現実を直視した上で、組
織設計の見直しや権限の強化・充実を含む、実効的な策を検討すべきである。
その要点は以下のとおりである。
（1）

コンプライアンス関連部門のマインドセットの強化

第 2 線を始めとするコンプライアンス関連部門の諸対応が、営業部門が行う専門的業務
に係る知識・経験で後れを取っているという意識や収益部門への遠慮等を背景に、受動的、
消極的であったという本事案における問題点を踏まえ、コンプライアンス関連部門のマイ
ンドセットを大きく転換する必要がある。
コンプライアンス関連部門は、コンプライアンスが短期的な利益追求に優先すること、長
期的には本事案のような大きな損失の回避に繋って利益にも貢献することを再認識した上
で、会社にとって重要な職務であることを自覚し、不正リスクの所在やその影響の程度を日
常的に厳しく監視し、一旦リスク顕在化の兆候が見られたときは、能動的、積極的に対応す
る強い姿勢が求められる。場合によっては、営業部門に対してビジネスの中止や変更を要請
できる毅然とした対応を取らなければならず、その際は、常に組織的な対応を心掛けること
が肝要である。すなわち、所管役員、ひいては監査等委員会等、上部のしかるべき機関に適
時適切に報告する必要があり、そのような行為に対して組織的なバックアップが得られる
ことを確信して職務に当たることができる仕組みを構築することが実効性を高めることに
寄与する。
（2）

実効的なレポーティングルールの整備

コンプライアンス関連部門におけるレポーティング機能が個々の担当者の感度や気質に
左右される仕組みでは、社内における現場の問題を上位機関において漏れなく汲み取らせ
ることはできない。リスクを分類・整理し、社内規則における報告の対象をより明確化する
等、実効的なレポーティングルールの整備が必要である。
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（3）

責任部署の明確化及び継続的な検証サイクルの定着

SMBC 日興証券の業務は、取り巻く環境や顧客ニーズに対応するため複数の営業部門に跨
って所管されることもあり、各部門の背後にある顧客利益や部署ごとの業務効率の都合等
の要因が作用して、複雑な調整や優先順位付けが行われつつ実施されている。コンプライア
ンス部門を構成する 5 つの部が統一的なルールや指揮系統もなしに、自己の所管でないと
して、他の部が所管する営業部門や取引から目を背けていては、隙間が生じることは必然で
あり、会社全体のコンプライアンスは実現できない。コンプライアンス部門各部の見解を引
き出し、最終的に取りまとめて決定する明確な統括部署を設置し又は現状のコンプライア
ンス部門各部いずれかの統括権限を業務分掌で明確にする等、コンプライアンス部門全体
が組織的に会社業務全体をカバーする態勢を構築することが求められる。
また、当該部署が認識又は指摘した問題や論点が、人事異動等を経て、未解決のまま風化
することを防止するため、継続的に未解決の問題を検証する仕組みや、一旦は承認された商
品・スキームでも、その後の法改正や市場環境の変化等による見直しのため定期的に再検証
されるサイクルを定着させることも重要である。
（4）

リスクの存在を前提とした内部監査の実効性向上

本内部監査では、内管の懸念事項が適切に内部監査項目に反映されておらず、それが本自
己勘定取引に係る問題について経営陣への共有を遅延させた可能性がある。
証券会社は、資本市場における市場仲介業務、引受業務、投資アドバイザリー業務、自己
勘定取引等、複雑かつ複合的な業務の担い手であり、不公正取引や非公知の情報利用、利益
相反といった潜在的なリスクを抱えた業態であることを、内部監査部門は常に自覚する必
要がある。内部監査計画の策定にあたっては、そのような視点に立ち、
「顕在化していない
リスク、表面化していない不正の存在する可能性が現実にある」との認識の下でリスク項目
の洗出しを行い、監査実施にあたっては、第三者的、客観的な目線でその評価を行う強い意
欲と姿勢を定着させることが求められる。その際、監査等委員会との連携が効果的であるこ
とは上記第 8.4.（1）のとおりである。また、リスクの洗出しや監査計画の立案の段階、監
査部として問題を把握した段階、監査結果を取締役会等に報告する段階等、各フェイズで内
部監査部門がコミュニケーションを強化することは、内部監査の質の強化に寄与する。
（5）

人的・物的な資源配置についての見直し

上記第 7.3.（1）.イのとおり、売買管理部を含むコンプライアンス部門関係者からのヒ
アリング結果によれば、新たな制度・システムの導入や人員配置の追加を要求することに諦
めを持っていたことも窺われる。
例えば売買管理部では、管理職の自己勘定取引についての経験不足や売買審査担当者の
恒常的な人員不足が指摘されているところであり、この機会に、売買審査担当者の人員配置
やスキルセットが十分であるかの点検を行うとともに、売買審査を支えるルールの改訂、運
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用改善のための人員配置、精度ある事後的な検証やダブルチェックを活性化させるシステ
ムの整備等、人的・物的な経営資源の配分に係る再検討が求められる。その前提として、経
営トップのメッセージにおいて、その方向性を明確にするとともに、コンプライアンス部門
を含む非営業部門において、広く所管業務の精度を高めるための人員施策やシステムその
他の改善プランを、自由闊達に提案できる環境を醸成することが必要である。
また、このような施策の充実と継続性を支える観点から、コンプライアンスを十分に加味
した人事評価体系の在り方についても検討が必要であることは、上記第 8.2 で既に述べた
とおりである。
5

不正の芽を早期発見し、迅速に対処し、業務改善につなげるサイクルの定着

（1）

不正の芽を見逃さない体制整備

ひとたび不祥事事案が発生すれば、企業自体やそのステークホルダーには深刻な影響が
生じ得る。喉元過ぎれば熱さを忘れるが如く、その場しのぎの弥縫策に終始し、
「もう起こ
らないだろう」と高を括っていては、このような不祥事事案の再発防止はできない。不祥事
事案を予防し、深刻な影響を回避するためには、不祥事が起こり得るものであること、不正
の芽が常に存在していることを肝に銘じ、不断の努力によって、不祥事が生じにくい仕組み
や企業風土を浸透させ定着させていく必要がある。
その意味において、不正の芽を見逃さない体制を整備することは非常に重要である。日々
専門的な、かつ時間との勝負で取引が行われる証券会社においては、例えば、金商法等の関
係法令に専門性を有する権威あるリーガル・コンプライアンス部門を構築し、この部署に対
し、第 1 線が速やかに、憚りなく、かつ実質的に相談できる環境を定着させることが望まし
い。これは、第 7.3．
（5）で述べた、法令解釈に関する全社的な責任部署の不存在という問
題に応えるものともなる。このような施策は、コンプライアンスを実効的に機能させるため
の重要なインフラストラクチャーの構築と捉えることができる。
また、経営陣及びコンプライアンス部門の情報収集能力、並びに現場からのレポーティン
グの強化等、通常のレポーティングラインの運用強化が強く期待されることはもちろんで
ある。同時に、通常のレポーティングラインが機能しない場合にこれを補完することが期待
される「内部通報制度」が健全に機能するよう、制度の周知と通報者の保護の徹底等、その
利用のハードルを下げる施策も求められよう。
（2）

早期発見・迅速対処・業務改善のサイクルの企業風土化

上記の不正の芽を見逃さない体制整備は、形だけのものであってはならない。これらの体
制を有機的に機能させるためには、体制を担う役職員一人ひとりが、不祥事を予防し、不正
の芽を早期に発見し、これを摘み取ることを目指して結集する必要がある。役職員一人ひと
りに根付く企業風土として、問題の早期発見、それを踏まえた迅速な対処・業務改善を繰り
返し、企業としてより高みを目指すことを定着させなければならない。
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この意味で、過去の不祥事事案の反省を活かすことも当然求められるものである。過去の
事例で、
（略）から売買管理態勢の脆弱性に関する指摘を受け、その改善に向けて、
「今後、
市場の信頼を損なう本件事案のような事態を繰り返すことがないよう、継続的に売買管理
態勢の強化に向けた取組みを進めてまいる所存です。
」との宣言をしていたにもかかわらず、
この取組みが奏功する前に本事案の一部が発生してしまった事実に対して真摯な反省が必
要である。
本事案を通じて、SMBC 日興証券においては、各事業部門が高度の専門性を有する中で、
「他部門・他部署の事柄には口出ししない」
、プリンシプルベースでは懸念を感じつつも「是
非の判断は専門家に任せればよい」との意識、正常性バイアスに囚われた消極的姿勢等が拡
がっているとの懸念が抱かれたところである。このような他人事意識や消極姿勢の広がり、
そしてそこから醸成される企業風土は、SMBC 日興証券の成長を阻害する要因ともなり得る
ものである。
不正の芽を発見した際には、問題化をおそれてそれを矮小化するようなことはせず、たと
えそれが他部門・他部署のものであっても、然るべきレポート・エスカレーションを行い、
またそれを受けたコンプライアンス部門や経営陣等が共同して、改善に向けて真摯に取り
組む、こうした企業風土を定着させるべく、継続的な改善に取り組む必要がある。
SMBC 日興証券には、今度こそ、早期発見・迅速対処・業務改善のサイクルを全社的に標
準化していくことが強く求められる。

152

第9

結語

異なる取引動機を持つ多様な市場参加者が登場する資本市場において、証券会社は市場
仲介者として決定的に重要な役割を担っており、市場の円滑な運行に対する責任を負って
いる。すなわち、顧客のニーズに応える良質なサービスを提供するとともに、取引の公正を
確保し公正な価格形成を実現する責務である。
価格発見機能や資源配分機能等、資本市場が経済活動全般の中で果たす役割の重要性は
言うまでもないが、昨今は国境を跨って行われる取引も一般化し、諸外国の資本市場との市
場間競争も激しくなっている。顧客のニーズも多様化し、それに応じて証券会社も新しいビ
ジネスモデルを構築することとなる。本調査報告書で対象としている問題も、上場会社にお
けるいわゆる政策保有株式の縮減等のニーズを捉えたビジネスの中で生起したものである。
顧客ニーズが変遷し業務の多様化・国際化が進む中、そのような環境変化に流されない一貫
したコンプライアンス態勢を如何に保持するか、本事案はそれが試されたケースであった
といえよう。
いかなる条件変化があっても、証券会社には、市場の公正性を確保するための高次の倫理
性・自己規律を持って業務に当たること、そして個人投資家を含む市場参加者の信頼を確か
なものとすることが求められている。そのような努力が実を結べば、我が国資本市場の発展
と競争力強化に寄与することにも繋がっていくであろう。
本事案を契機とした SMBC 日興証券の今後の真摯な取組みに期待したい。
以

153

上

別紙 1

委員略歴

河合 健司（かわい けんじ）
1976年3月

早稲田大学法学部卒業

1980年4月

判事補任官

1990年4月

判事任官

1992年～2002年

東京高裁刑事部、仙台高裁刑事部、司法研修所刑事裁判教
官、札幌高裁事務局長

2006年4月

東京地裁刑事部（部総括）

2007年1月

司法研修所刑事裁判教官（上席）

2010年1月

東京地裁刑事部（部総括）、引き続き刑事部所長代行

2012年3月

静岡地裁所長

2013年3月

東京高裁刑事部（部総括）

2015年6月

さいたま地裁所長

2016年2月

仙台高裁長官

2017年4月

定年退官

2018年2月～現在

弁護士 東京リベルテ法律事務所

野々上 尚（ののうえ たかし）
1980年3月

東京大学法学部卒業

1982年4月

東京地検検事

2001年4月～2004年6月

法務省刑事局国際課長、同局刑事課長

2007年1月

司法研修所検察教官（上席）

2009年7月

宮崎地検検事正

2010年10月

名古屋高検次席検事

2012年6月

大阪高検次席検事

2014年7月

最高検監察指導部長

2015年1月

公安調査庁長官

2016年9月～2018年2月

福岡高検検事長

2018年4月～2021年3月

防衛省防衛監察監

2021年6月～現在

弁護士 上田廣一法律事務所
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角谷 直紀（かどたに なおき）
2002年3月

早稲田大学理工学部電気電子情報工学科卒業

2004年3月

東京工業大学大学院総合理工学研究科修了

2005年～2016年

長島・大野・常松法律事務所

2011年5月

Duke University School of Law修了

2016年～現在

T&K法律事務所

2019年～現在

第一東京弁護士会弁護士業務の適正化に関する委員会委員

2019年～現在

東京三弁護士会合同非弁護士取締委員会委員

2020年～現在

一般社団法人日本商事仲裁協会（JCAA）仲裁人・調停人

2021年～2022年5月

第一東京弁護士会綱紀委員会委員

以
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別紙 2

組織の全体像

株主総会

取締役会室担当

営業企画部

2022 年 3 月 17 日現在

監査等委員会

取締役会

企画推進課
店舗企画課
ＩＴ企画課

取締役会室

計数管理課

取締役社⾧

デジタルビジネス企画課

経営会議

営業支援部

営業支援課
マーケティング支援課

監査担当

監査部
コンプライアンス統括部

部店法人支援課

マネー・ローンダリング対策室
弊害防止措置対策課

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括

部店コンプライアンス部

コンプライアンス担当

営業企画担当

商品・法人コンプライアンス部

グローバルコントロールルーム

売買管理部

売買審査一・二課

営業管理部

プライベートウェルス管理室

ソリューション・アドバイザリー部

ソリューションビジネス支援課
Ｍ＆Ａビジネス支援課
業務管理課
税制・制度調査課
相続ビジネス支援課

法人関係情報管理課
法務部

企画推進課
ローン事業室

文書課
法務課

ポートフォリオ・アドバイザリー部

商品・法人法務課

ＥＡ第一～三課
ＥＡ大阪第一・二課

引受審査部
リ
ス
ク
管
理
統
括

企画推進課

リスク管理部

第一企画課

業務管理課

第二企画課
リスク管理担当

連携事業部

マーケットリスク管理課
連携ビジネス担当

クレジットリスク管理課

人事部

連携推進課
デジタルマーケティング部

デジタルテクノロジー室（注２）

採用課

マーケティング推進課

ダイバーシティ推進室

管理課

健康管理室
人事・育成担当
人材育成部

証券業務企画部

ダイレクトマーケティング担当

東京コンタクトセンター

コンタクトセンター業務管理室

グローバル人事室（注１）

沖縄コンタクトセンター

第一～三コンタクトセンター

事務リスク管理課

フロントサービスセンター

池袋サービスセンター
名古屋サービスセンター
大阪サービスセンター

リテール業務企画課
東日本本部

ホールセール業務企画課
事務サービス課

営業店（注３）

首都圏本部

投資信託業務課

営
業
統
括

エクイティ業務課
金融市場業務課

営業店（注３）
首都圏営業室
名古屋金融法人部

東海・首都圏西本部
営業店（注３）

デリバティブ業務課
業務管理課

大阪金融法人部
近畿本部

資金決済課

営業店（注３）

法人業務課

山口法人部

大阪業務課
西日本・北陸本部

システム企画部

営業店（注３）

システム企画課
ＩＴ推進課

システム担当

九州・首都圏東本部

第一～三業務システム課

営業店（注３）
地域金融・法人ビジネス推進部

企
画
統
括

システムセキュリティ統括部

システムリスク管理課

・以下の営業店内に営業部組織を設置
東日本本部: 札幌支店、仙台支店
首都圏本部: 千葉支店、大宮支店、高崎支店
東海・首都圏西本部: 横浜支店、岐阜支店、静岡支店
近畿本部: 京都支店
西日本・北陸本部: 岡山支店、神戸支店、広島支店
九州・首都圏東本部: 福岡支店
Ｓ＆Ｔビジネス推進課

ＮＢＡ業務管理課

地域金融・法人ビジネス本部

Nikko Open Innovation Lab
デジタル戦略部

（注３）
・以下の営業店内に法人部組織を設置
東日本本部: 札幌支店、仙台支店、新潟支店
首都圏本部: 千葉支店、大宮支店
東海・首都圏西本部: 横浜支店、静岡支店、浜松支店
近畿本部: 京都支店
西日本・北陸本部: 広島支店、神戸支店、富山支店
九州・首都圏東本部: 福岡支店

ＮＢＡ・法人ビジネスサポート課

セキュリティ統括課

デジタルイノベーション担当

（注２）システム担当共管

東京金融法人部

庶務管理課
決済業務部

第一～三コンタクトセンター
コンタクトセンター企画推進室

（注１）グローバル企画担当共管

総括管理課

証券業務担当

デジタルビジネス推進課
デジタルアセット推進課

第一～三人事課

秘書室

連携支援課
業務管理課

リスクデータ管理課
システム企画課

人
事
統
括

ポートフォリオ・アドバイザリー課

部店法人ソリューション推進部

ＤＸ推進課

総合法人部

デジタル人材育成課
プライベート・ウェルス戦略部

財務企画部

財務担当

業務推進課

プロダクト・コントロール室

トップマネジメント支援室

税務課

ソリューション第一・二課

財務管理課

大阪プライベート・ウェルス戦略室

財務統制課

プロダクト企画推進課

資金部
広報部

広報課
広告宣伝課

経営企画部

関連事業課
計数企画課

経営企画・お客さま本位推進担当

ＰＷ戦略課

主計課

お客さま本位推進室

プライベート・バンキング第一部

第一・二課

プライベート・バンキング第二部

第一・二課

プライベート・バンキング第三部

第一・二課

プライベート・バンキング第四部

第一・二課

名古屋支店プライベート・バンキング部

第一課（注４）

サステナビリティ推進室
制度調査室

プライベートウェルス本部

大阪支店プライベート・バンキング部

福岡支店プライベート・バンキング室（注４）

事業戦略部
事業戦略担当

投資開発部

本店プライベート・バンキング室（注４）

投資開発課

新宿支店プライベート・バンキング室（注４）

プライベート・ファイナンス室
グ
ロ
ー
バ
ル
企
画
統
括

グローバル企画部

日本橋支店プライベート・バンキング室（注４）

海外ビジネス推進室
管理課

グローバル企画担当

第一・二課（注４）
京都支店プライベート・バンキング室（注４）

お客さま相談室

横浜支店プライベート・バンキング室（注４）

中国証券現地法人設立準備室

神戸支店プライベート・バンキング室（注４）

海外店

ウェルス・アドバイザリー部

第一～三課
名古屋室
大阪室
制度営業課

（注４）支店 PB 部/PB 室は営業本部共管
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商品マーケティング企画部

エクイティ・キャピタル・マーケット部

商品企画課
ポートフォリオビジネス企画課

第一デット・キャピタル・マーケット部

マーケティング企画課
第二デット・キャピタル・マーケット部

管理課
アセットマネジメント商品部

第三デット・キャピタル・マーケット部

投資信託課
グローバル・キャピタル・マーケット本部

オルタナティブ商品課
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・保険ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部

デット・シンジケート部

アセットマネジメント・マーケティング課

大阪キャピタル・マーケット部

保険ビジネス課

資本市場業務部

エグゼキューション課

サステナブル・ファイナンス部

マーケティング情報支援課

グローバル・キャピタル・マーケット推進室

商
品
マ
ー
ケ
テ
ィ

投資顧問事業部

運用課

名古屋コーポレート・ファイナンス本部

名古屋事業法人部

運用調査課
第一大阪事業法人部

運用業務課
商品マーケティング本部

大阪コーポレート・ファイナンス本部

企画課

第二大阪事業法人部

業務管理課

ン
グ
統
括

Chief Investment Office

市場調査課
投資戦略課

エクイティ・マーケティング部

金融市場マーケティング部

ストック・プラン・ソリューション部

大阪ストック・プラン・ソリューション課

事業法人営業部

事業法人営業第一～三課
名古屋事業法人営業課

コーポレート・ビジネス本部

マーケティング課

大阪事業法人営業課

業務推進課

海外居住者支援課

第一・二リテール・マーケティング課

法人ソリューション室

業務課
法人運用推進部

法人マーケティング課

投資情報部

国内情報課

バ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
キ
ン
グ
統
括

国際情報課
プライマリー業務室
グローバル・マーケッツ企画部

企画課
業務推進課
トランザクション・リーガル室

グローバル・マーケッツ管理部

ホールセール業務課
リーガル・コンプライアンス課

グローバル・マーケッツ企画担当

グローバル・テクノロジー部

第一公開引受部

グ
ロ
ー

法人ソリューション課

グローバルＩＴ課
グローバル・システム企画課

第二公開引受部

企業公開本部

第二企業法人部
大阪企業法人部
ベンチャー・キャピタル支援室
ＩＰＯ戦略室
第一コーポレート・ファイナンス部
テクノロジー・メディア＆テレコム・グループ
インダストリアルズ・グループ

データマネジメント課

コンシューマー・リテール＆ヘルスケア・グループ

クオンツ・ソリューション課

コーポレート・ファイナンス本部

クオンツ・エンジニアリング課

不動産・インフラストラクチャー・グループ
金融・公共法人グループ

プロダクト企画課
エクイティ部

ＩＰＯアナリスト課

第三公開引受部
第一企業法人部

グローバル・システム開発課

クオンツ部

大阪公開引受課
公開推進課

ファイナンシャル・スポンサー・グループ

エクイティ・トレーディング課

第二コーポレート・ファイナンス部

エクイティ・レンディング課
ポートフォリオ・トレーディング課

第二テクノロジー・メディア＆テレコム・グループ

エクイティデリバティブ課
第二コンシューマー・リテール＆ヘルスケア・グループ

外国株式トレーディング課

アセット・ファイナンス室

クオンツ開発課
Ｍ＆Ａアドバイザリー戦略部

エグゼキューション・サービス部

第一～三トレーディング課
Ｍ＆Ａアドバイザリー本部

業務課
機関投資家営業部
グ
ロ
ー

エクイティ本部

大阪Ｍ＆Ａアドバイザリー部

コーポレート・アクセス推進部
エクイティシステム開発部

バ
ル
・
マ
ー

ストラクチャード商品部（注５）

Ｍ＆Ａアドバイザリー第一・二・三部

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務部
投資銀行ソリューション本部

（注５）エクイティ本部・金融市場本部共管

ファイナンシャル・ソリューション部
投資銀行戦略部

デリバティブ・ストラクチャリング課
インデックス・ストラクチャリング課

産業調査部

金融市場ストラクチャリング課

ケ
ッ

財務戦略課

債券組成課

ツ
統
括

格付アドバイザリー課

プロダクト・マネジメント課
グローバル金融ソリューション部（注５）

産業調査課

ＩＢビジネスサポート部

エクイティ・ソリューション課

ＩＢ人材マネジメント室
プロダクション・サポート・グループ

・

ホールセール・ファンド室

公

ホールセール企画部

金融市場部

ビジネス戦略課

短期商品課
クレジット市場部

グループ連携推進課

クレジット商品課

ホールセール管理部

外国債券課

金融市場本部

金融市場営業部

第一・二課

グローバルマクロ営業部

円金利営業第一・二課

資本市場管理課
金
融
・
公
共
・
公
益
法
人
統
括

金利デリバティブ課
外貨トレーディング課
エキゾチックデリバティブ課
デリバティブビジネス推進課

金融法人部
公共法人部

公益法人業務部

クレジットリサーチ課

調査本部

地方公共団体関連業務支援室
第一公益法人営業部

第一～四課

第二公益法人営業部

第一～四課

名古屋公益法人営業部

営業課

大阪公益法人営業部

調査業務室

営業支援課
制度調査課

公益法人本部

株式調査部

外国金融法人室

金融・公共法人本部

金融市場業務室

金融経済調査部

第一・二管理課
Ｍ＆Ａ管理課

外国金利営業課
デリバティブ市場部

第一～三業務課
ホールセールシステム課

ホールセール企画担当

国債市場課

営業課
公益法人営業管理室

調査管理室
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別紙 3

本自己勘定取引の概要

買付の申込
No

コード

銘柄

株数

1

（略）

Ａ

320,000

2

（略）

Ｂ

158,400

3

（略）

Ｃ

60,800

4

（略）

Ｄ

98,500

5

（略）

Ｅ

27,700

6

（略）

Ｆ

500,000

7

（略）

Ｇ

274,000

8

（略）

Ｈ

42,000

9

（略）

Ｉ

92,100

10

（略）

Ｊ

100,000

買付

指値（円）
5,050

～

5,200
2,575

～

2,600
10,910

～

11,000
1,956

～

1,965
7,690

～

7,800
1,425

～

1,440
469～476
11,000

～

11,300
6,650

～

7,000
6,580
6,640

158

～

株数（株）
314,800
65,800
37,700
71,300
13,300

指値（円）
5,050
5,070
2,590
10,920
1,956

～

1,964
7,750

～

7,800

168,100

472～475

40,200

～

11,000

1,424

71,000

～

2,600

500,000

40,000

～

11,250

～

11,300
6,850
7,000
6,620

～

別紙 4

286

その他自己勘定取引の概要

BO 取引

銘柄

執行日

コード

銘柄名286

ET 課関与株数

ET 課
関与率

2012/11/21

（略）

（略）

1,600 18.60％

2013/9/18

（略）

（略）

400,000 20.03％

2013/10/10

（略）

（略）

156,000

3.54％

2014/3/12

（略）

（略）

1,067,000

3.15％

2015/12/18

（略）

（略）

221,600

3.24％

2016/2/9

（略）

（略）

437,000

3.12％

2016/9/14

（略）

（略）

80,000 10.24％

2018/5/30

（略）

（略）

19,600

1.60％

2018/7/19

（略）

（略）

10,000

4.07％

2018/11/20

（略）

（略）

25,000

3.04％

2018/11/27

（略）

（略）

112,800

6.01％

2019/2/20

（略）

（略）

24,500

2.75％

2019/2/27

（略）

（略）

12,074

3.16％

2019/2/28

（略）

（略）

648,700

1.64％

2019/3/5

（略）

（略）

10,000

1.60％

2019/3/7

（略）

（略）

15,000

1.61％

2019/3/12

（略）

（略）

21,300

3.48％

2019/3/27

（略）

（略）

15,000

1.35％

2019/4/4

（略）

（略）

22,700

3.08％

2019/4/16

（略）

（略）

8,000

2.05％

2019/5/16

（略）

（略）

5,800

2.42％

2019/5/21

（略）

（略）

23,200

2.04％

2019/6/6

（略）

（略）

21,600

2.07％

2019/6/12

（略）

（略）

42,000

1.05％

2019/7/23

（略）

（略）

32,700

3.25％

2019/8/8

（略）

（略）

27,200

2.20％

2019/9/10

（略）

（略）

32,900

1.34％

2019/10/1

（略）

（略）

33,300

3.21％

2019/10/8

（略）

（略）

38,718

6.53％

（略）
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2019/10/17

（略）

（略）

15,000

1.74％

2019/11/13

（略）

（略）

20,000

2.69％

2019/11/14

（略）

（略）

80,400

7.23％

2019/11/14

（略）

（略）

74,088

2.44％

2019/11/19

（略）

（略）

62,800

7.90％

2019/11/19

（略）

（略）

160,000

4.77％

2019/11/26

（略）

（略）

39,000

8.64％

2019/11/28

（略）

（略）

48,800 13.45％

2019/12/5

（略）

（略）

42,300

5.73％

2019/12/10

（略）

（略）

14,700

7.42％

2019/12/17

（略）

（略）

130,000

3.88％

2019/12/18

（略）

（略）

40,000

4.20％

2020/2/18

（略）

（略）

21,900

1.65％

2020/3/3

（略）

（略）

17,700

2.37％

2020/11/25

（略）

（略）

50,000

5.03％

2020/12/16

（略）

（略）

2,700

1.96％

2021/1/14

（略）

（略）

22,100

2.17％

2021/1/21

（略）

（略）

14,000

2.96％

2021/2/9

（略）

（略）

2021/3/4

（略）

（略）

70,300

9.23％

2021/3/11

（略）

（略）

299,900

3.76％

2021/3/18

（略）

（略）

49,200

1.90％

2021/4/1

（略）

（略）

150,331

3.02％

2021/4/14

（略）

（略）

102,200

4.55％

2021/4/27

（略）

（略）

150,000 12.34％

160

124,000 10.01％

別紙 5

執行日における貸株残の状況
貸株残（単位：千株）

銘柄

Ａ

BO

執

執

執

執

執

執

執

執

執

執

執

取引

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

の執

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

行日

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

+4

+5

5.4

5.1

4.6

4.3

4.1

9

7.5

8.7

4.9

49.

50.

51.

38.

1

2

7

4

4.1

2019
/12/

472

13.

.2

2

38.

205

57.

50.

106

99.

65.

1

9

.8

1

4

.6

4

3

7.8

6.8

5.7

12

9.7

10

59.

59.

59.

176

63.

61.

55.

55.

53.

6

5

2

.5

3

2

7

9

8

25
Ｂ

2020
/2/2
7

Ｃ

2020
/8/6

Ｄ

2020
/8/1
9

Ｅ

2020
/10/
22

Ｆ

2020
/11/
17

Ｇ

2020
/11/
19

Ｈ

2020
/12/
15

Ｉ

71.
8

2021
/4/8

2

8.4

23.

22.

21.

22.

26.

12.

12.

12.

12.

13.

5

5

8

4

3

8

7

7

9

6

4

34.

39.

33.

31.

36.

356

101

108

54.

63.

4

4

8

4

5

.4

.7

.9

8

5

41.

42.

42.

42.

41.

312

34.

34.

28.

28.

28.

9

3

3

3

9

.1

1

4

7

7

7

154

132

107

119

111

246

124

113

115

112

.3

.3

.8

.6

.3

.1

.8

.6

.4

.4

97.

99.

99.

157

87.

88.

86.

89.

86.

7

5

7

.7

1

3

9

3

5

3.6

3.9

213

27.

22.

23.

17.

.9

5

8

4

2

98

22
Ｊ

2

10.

32.

2020
/12/

58

47.

3.7

112

5.2

4.8

161

1,8
60.
40

108

4

別紙 6

アンケート結果等の概要

（略）
以

162

上

