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平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

当社は、1918年に川島屋商店として創業以来、100年以上にわたり、多くのお客さまからの信頼に支えられ、

お客さまと共に歩んでまいりました。

2009年10月からはSMBCグループの一員となり、よりいっそう個人・法人のお客さまのお役に立てるよう、 

総合証券会社としての機能の充実に努めております。

現在、お客さまや社会、そして当社を取り巻く環境は大きな変化の中にあります。

人生100年時代と言われる我が国における長寿化の進展、グローバル化の反動とも言える世界的な政治・

経済の混乱など、国内外で構造変化の動きが加速しています。

また、デジタル化をはじめとするテクノロジーの進化は、人 の々生活スタイルに大きな変化をもたらそうとしています。

当社は、このような変化の時代にあって、お客さまと共に発展し、最高の信頼を得られる会社を目指し、 

「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンとして、お客さまにとって利便性の高い取引チャネルや、質の 

高い商品・サービスの提供に取り組んでいます。

資本市場を通じて、持続的成長を志向する企業とその成長を期待する投資家の方 を々つなぐことで、 

効率的で生産的な資金循環を生み出し、豊かな人生・社会の実現につなげていくことが、総合証券会社 

としての当社の社会的使命です。

創業以来の「共存共栄」「親切で正直」の精神は、時に大きなリスクを生み出す資本市場にあって、 

お客さまや社会との信頼関係を保つための大切な価値観として、今も当社役社員の胸に刻み込まれています。

当社は、これからも金融のプロフェッショナルとして、様 な々リスクに向き合ってきた経験を生かし、革新性の

高い金融サービスで、お客さまにとっての最善の利益の追求に取り組んでまいります。

今後も変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

代 表 取 締 役 社 長（ C E O ）
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目まぐるしく変化し、明日が見通しにくい世の中だから。

いっしょに新しいことにチャレンジできる仲間がいると、とても心強く感じます。

私たちＳＭＢＣ日興証券も、お客さまにそう感じてもらえる存在でありたい。

常にお客さまのニーズや想いを第一に考え、

個人の資産形成も、法人のグローバルビジネスも、

お客さまのどんな未来にも共感し、寄り添って歩んでいくパートナーとなりたい。

私たちは、証券の力に、銀行の力を合わせ、

私たちにしかできない新しい価値創造に取り組んでいきます。

さぁ、明日のことを、話そう。いっしょに、未来を共有しよう。

チャレンジするすべての人 を々、応援する。私たちはＳＭＢＣ日興証券です。

お客さまを中心に考え、より高い価値を提供する。

お客さまと共に発展し、最高の信頼を得られる会社を目指す。

健全な金融仲介機能を果たし、市場・社会の発展に貢献する。

多様性を尊重しつつ、一体感の中にも個性の発揮できる職場をつくる。

経営理念

ブランドについて

ブ ランドステ ートメント

ブ ランドスロ ーガ ン
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沿革

1918年（大正7年） 7月 川島屋商店創業

1920年（大正9年） 6月 旧日興證券株式会社設立

1944年（昭和19年） 4月 川島屋證券株式会と旧日興証券株式会社が合弁し、日興證券株式会社設立

1961年（昭和36年） 10月 東京、大阪、名古屋の各証券取引所第二部に上場

1970年（昭和45年） 2月 東京、大阪、名古屋の各証券取引所第一部に上場（2008年1月、完全子会社化により上
場廃止）

1999年（平成11年） 3月 シティグループとの合弁による、投資銀行業務を行う日興ソロモン・スミス・バーニー証
券会社（後の日興シティグループ証券）が営業開始

2001年（平成13年） 10月 日興證券分割準備株式会社は、日興證券株式会社の証券業およ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、持株会社として株式会社日興コーディアルグループに社名変更

2007年（平成19年） 5月 日興コーディアルグループ株式の公開買付により、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）

2009年（平成21年） 10月 日興コーディアル証券分割準備株式会社は、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（平成23年） 4月 SMBC日興証券株式会社に社名変更

2016年（平成28年） 10月 株式会社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（平成30年） 1月 SMBCフレンド証券株式会社と合併
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当社は1981年7月、川島屋商店として創業以来、100年以上にわたり、大切なお客さまの信頼に支

えられ、共に歩み成長してまいりました。創業者の遠山元一が経営方針とした、「得意先との共存共

栄」と「親切で正直」は現在も当社に引き継がれているDNAです。2009年10月のＳＭＢＣグループ

入り後、総合証券会社としての機能の充実に努めてまいりました。2018年1月にはＳＭＢＣフレンド

証券との統合を経て、当社は次の100年に向け新たな一歩を踏み出しております。これからも誠実

にお客さまと向き合い、高い価値を提供することで、「お客さまと共に発展し、最高の信頼を得られ

る会社」を目指します。

ＳＭＢＣ日興 証 券は 、「お客さまと共に発 展し、
最高の 信 頼を得られる会 社 」を目指します。
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ＳＭＢＣグループ（注1）は、国内における資産運用・資産形成事業において、「お客さま本位の業務

運営に関する基本方針」（以下「本基本方針」）を定め、お客さま本位の業務運営をより一層推進し

てまいります。

本基本方針のもと、中長期分散投資の重視を基本姿勢として、お客さまの安定的な資産形成を支

えるとともに、資産運用・資産形成事業を通じ、成長資金を必要とする企業等への資金供給を担う

資本市場の発展および経済成長への貢献に努めます。

三井住友フィナンシャルグループでは、経営理念の一つとして「お客さまに、より一層価値あるサービ

スを提供し、お客さまと共に発展する」を掲げています。また、経営理念の考え方に基づき、ＳＭＢＣグ

ループのすべての役職員が共有すべき価値観として、5つのキーワード「Five Values」を定め、その

一つとして「Customer First」（お客さま起点で考え、一人ひとりのニーズに合った価値を提供する）

を掲げています。ＳＭＢＣグループでは、これらの実現に向けて、これまで各種の取組みを行ってまい

りました。

お客さま本位の
業務運営に関する基本方針

１．ＳＭＢＣグル ープ に お けるお 客 さま 本 位 の 業 務 運 営
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また、三井住友フィナンシャルグループにおいては、三井住友銀行が金利スワップの販売方法等につい

て、2006年4月に行政処分を受けたことを厳粛に受け止め、かかる事態を二度と発生させることのないよう、

「お客さま本位」の観点から、経営管理態勢、内部管理態勢および法令等遵守態勢の全般に亘り、持続

的な向上に努め、お客さまをはじめとする社会全体からの信頼回復に取り組んでまいりました。

さらに、お客さまの声を積極的に経営に活かすため、「ＣＸ（Customer Experience:顧客体験）向

上部会」にて、外部有識者（注2）のご意見も取り入れながら、グループ各社の取組み等に関する検

証とディスカッションを行い、グループ全体での「お客さま本位」の実践を図るとともに、経営会議役員

をメンバーとする「ＣＸ向上会議」を開催する等、お客さま本位の業務運営について定期的に協議を

行っております。

お客さまのニーズやご意向を踏まえつつ、良質な商品・サービスのご提供に継続的に取り組むことが、経

済成長、ひいてはＳＭＢＣグループの成長にもつながるものと考え、これからも、役職員一人ひとりが、高い

専門性と職業倫理をもって、誠実・公正に業務を行うとともに、真の意味で「常にお客さま本位で考え行動

する」ためにグループ一体となって不断の努力を重ね、お客さまの最善の利益を追求してまいります。

２．お 客 さま 本 位 の 業 務 運 営 に 向 け た 取 組 み

お客さま本位の業務運営の徹底に向けて、以下の取組みを実践してまいります。

①お客さまにふさわしい商品・サービスの提供
金融商品の組成・引受等を行うに当たり、お客さまのニーズを的確にとらえ、商品のリスク・複雑性に

応じて、販売すべきお客さまの属性を想定し、適切な商品開発や商品選定に努めます。

また、お客さまにふさわしい商品やサービスについて、お客さまとともに考えます。そのため、まず、お客

さまを「よく知る」ことから始め、ニーズや目的をしっかりとお伺いします。その上で、お客さまの知識・投

資経験・資産の状況等に照らし、適切な商品・サービスをご提案するよう心がけます。

なお、商品の特性・リスク等を踏まえ、お客さまにとってふさわしいとはいえない可能性があると判断し

た場合には、必要に応じてお客さまとご相談し、ご提案を控えさせていただくこともございます。

②重要な情報の分かりやすい提供
販売する商品の特性・リスク・手数料や、経済環境・市場動向等を含め、お客さまのご判断に役立つ

情報を充実させるとともに、お客さまに分かりやすい形でのご提供に努めます。
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③手数料等の明確化
商品・サービスのご提供に際し、商品・サービスの開発や改善等の品質向上、各種情報のご提供、

事務、インフラ関連等の費用を総合的に勘案し、手数料をいただいております。こうした手数料に関

しましては、できる限り分かりやすく丁寧な情報提供に努めます。

④利益相反の適切な管理
「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。

また、利益相反管理方針に基づき、管理の対象とする利益相反の類型、利益相反のおそれのある取引

とその特定方法、利益相反の管理方法、利益相反管理体制、利益相反管理の対象となるグループ会

社の範囲を定め、お客さまの利益を不当に害することがないよう利益相反を適切に管理してまいります。

※三井住友フィナンシャルグループの「利益相反管理方針の概要」については、三井住友フィナンシャルグループホームページをご覧 
　ください。
　http://www.smfg.co.jp/riekisouhan/

⑤従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
真の意味で「常にお客さま本位で考え行動する」ため、取組みの継続と実効性の確保に向け、従業

員に対し適切な動機づけを図ってまいります。長期的な視野に立った上で、「お客さま本位」の営業

活動を促す業績評価体系の整備に努めるとともに、誠実・公正な業務の遂行、職業倫理の向上に

向けた研修等の充実にも努めます。

ＳＭＢＣグループは、こうした取組みを通じて、わが国における「貯蓄から資産形成へ」の流れに貢献

してまいります。

また、お客さまにＳＭＢＣグループの取組みをご理解いただけるよう、本基本方針の取組状況を定期

的に公表するとともに、より良い業務運営実現に向け、取組状況や取組成果等を検証し、必要に応

じて見直しを行い、その内容を公表いたします。

（※）外部有識者（五十音順）

氏　名 役　職

梅澤 拓 氏 長島・大野・常松法律事務所　パートナー弁護士

神田 秀樹 氏 学習院大学教授、東京大学名誉教授

板東 久美子 氏 日本司法支援センター理事長

株式会社三井住友フィナンシャルグループのグループ会社を総称して「ＳＭＢＣグループ」といい、本基本方針の対象となるグループ会社
は以下の通りです。
：三井住友銀行、ＳＭＢＣ信託銀行、ＳＭＢＣ日興証券、三井住友DSアセットマネジメント

（注1）

お客さまからいただいたご意見やご要望等に加え、幅広い視点を経営に反映すべく、「ＣＸ向上部会」に外部有識者（※）を招聘し、ご提言・
ご助言をいただいております。

（注2）
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個人のお客さまには、全国に展開する本支店にて、多様化する資産運用ニーズに応じて質の高いコ

ンサルティングを提供しています。支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらお

取引できる「総合コース」、オンライントレードやコールセンターを利用して、割安な株式委託手数料

でお取引いただける「ダイレクトコース」の2つのコースを用意し、お客さまの多様なニーズに的確に

お応えする幅広い商品・サービスを提供します。

また、法人のお客さまには、各業態の様々なお客さまのニーズにお応えできるよう業態別の担当部

署を設けています。事業法人、金融法人、公益法人、地方公共団体、政府機関に至るまで、あらゆる

法人のお客さまの価値向上に向けて、専門部署と連携して各種サービスによる広範なサポート体制

を構築しています。

投資銀行ビジネスについては、専門性の高い人材を中心に展開しており、M&Aや企業の資金調達

に関するソリューションの提供によりグローバル時代の企業戦略を強力にバックアップします。金融

商品および市場関連サービスの提供は、機関投資家をはじめとした様々なお客さまの多様なニーズ

に、トレーディング機能や商品開発力でお応えします。

事 業 概 要
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リサーチサービスは当社独自の調査に基づく質の高い情報提供を行うプラットフォームであり、債

券為替市場を主に担当する金融経済調査部、エクイティ市場を主に担当する株式調査部が、それ

ぞれ精密な分析から独自の予測を行い、国内外の投資家へ様々な角度から情報を提供しています。

そして、海外においては、英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・ア

メリカ、欧州ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケットが、株式・債券の引受およびセールス＆トレーディング、

クロスボーダーM&Aアドバイザリー、IRアレンジ等のサービスを提供しています。さらに、ＳＭＢＣ

日興セキュリティーズ（香港）、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（シンガポール）が日本株・債券のセール

ス＆トレーディングやM&Aアドバイザリー、IRアレンジ等の業務を行っておりますが、シンガポール

では更に、プライベート・ウェルス業務を近日開始する予定です。中国ではＳＭＢＣ日興投資コンサ

ルティング（上海）がM&Aアドバイザリー関連業務を行うほか、2019年12月に、当局や現地金融

機関との関係構築・情報収集拠点として、北京駐在員事務所を開設しております。

当社海外拠点はグローバルベースでお客さまの多様化するニーズにお応えするために、付加価値

の高い商品・サービス、ソリューションのさらなる提供に努め、今後ともお客さまの戦略的なパート

ナーであり続けます。
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お 客さまへのサービス
お客さまのニーズにお応えできるよう
専門の部 署が 連 携して、
質の高いコンサルティングや
ソリューションを提 供します。



当社は国内に展開する本支店にて、全国のお客さまに対するサービスネットワークを構築していま

す。株式、債券、投資信託、年金・保険、投資一任サービス「日興ファンドラップ 」等、様々な金融商

品を取り揃え、お客さまの投資目的やリスク許容度を勘案した質の高いコンサルティングを提供す

ることで、お客さまにとっての資産運用のベストパートナーを目指しています。

リテール拠点網

個人のお客さま

第三者機関からの評価（一例）　

・ 「HDI問合せ窓口格付け / チャットサポート / サポートポータル」調査で最高評価となる三つ星を取得
 「問合せ窓口」部門では国内唯一の14年連続取得（2006-2019年）
・ 「HDIサポートセンター国際認定プログラム」国内金融機関初となる認証取得（2016-2018年）
・ 「電話応対コンクール」15年連続全国大会入賞（2005-2019年）
・ 「COPC®CX 規格」認証取得（2008-2019年）

個人のお客さまの幅広いニーズに応える多面的なサポート体制

当社は、お客さまのご都合に応じてご利用いただけるよう、３つのお取引窓口を用意しています。

「日興イージートレード」では、お客さまご自身の判断で、ご都合の良い時間にお取引していただけるよ
う機能の充実を図るとともに、多彩な商品と豊富な投資情報を提供しています。

オンライン
トレード

第三者機関からの高い評価（※）を得る「日興コンタクトセンター」では、専門のオペレータが各種お取
引やお問合せ等に対応し、お気軽に且つ便利にご利用いただけるよう体制を整えています。

コール
センター

全国の本支店にて、資産運用相談をはじめ、口座開設のお申込や各種事務手続き等、ご来店いただく
お客さまの目的に合わせた様々なサービスを提供しています。当社の支店では、プライバシーを確保
したコンサルティングスペースを用意し、ご来店いただくお客さまが安心して資産運用のご相談をして
いただけるよう配慮しています。

支店

さらに、お客さまのニーズに応じて、担当者とともに株式アドバイスセンターや商品サポートサービ

スセンター等の専門部署が連携してサポートする体制の充実も図っています。これらの多面的なサ

ポート体制は、当社ならではの取り組みです。

12



13

当社のプライベート・バンキングは、企業オーナーおよびそのご一族をはじめとしたお客さまにオー

ダーメイドのコンサルティング提案を行っています。企業オーナーのお客さまは資産家であると同時

に、経営者の側面もお持ちです。資産運用のみならず、ビジネス・社会貢献・相続・事業承継・教育・

エンターテインメントに至るまで、お客さまを取り巻く様々なニーズに対して、SMBCグループの総

力をあげて、最適なソリューションをご提供していくことを目指しています。

プライベート・バンキング

上場企業等の役社員のお客さまを対象として、現役時代、リタイア後、それぞれのお客さまのライフ

ステージ、リスク許容度に合わせた資金運用提案、相続対策提案を行っています。持株会・ストック

オプション等を通じて保有された自社株の活用策についてもご提案しています。

職 域営業

企 業オーナー・上場 企 業 等の 役 社 員のお客さま
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上場企業、金融機関等のお客さまに対して、お客さまの課題や潜在的なニーズを把握したうえで、

豊富な経験、マーケット知識、多彩な商品・サービスラインナップをベースに、当社の金融商品関連

部署や投資銀行関連部署と緊密に連携しながら、トータルソリューションを提供しています。資金

調達や資金運用、従業員福利厚生等の幅広いご要望にお応えすべく、お客さまとの強固な信頼関

係を礎に、戦略的な証券ビジネスを展開していきます。

また、マーケット情報の提供や各種セミナーの案内を通じて、企業経営や資産運用の最先端に触れ

ていただく機会を提供しています。

事業法人・金融法人

未公開企業のお客さまの株式新規公開に際して、その指導・助言をはじめ、資本政策やグループ戦

略提案、情報開示に関する提案等、お客さまが上場するまでの全般的なサポート業務を行います。

また、お客さまの自社株の価値向上や資産保全、事業の承継といった観点から、M&A等も含めた

様々な解決策の提案を行います。

公開志向企業

公益法人、地方公共団体や政府機関等のお客さまに対しては、当社の豊富な経験をもとに広範囲

におよぶコンサルティングを展開しています。債券引受に加え、お客さまの運用を支援するための

各種資料の提供、運用基礎・実務・応用までを習得するセミナーの開催、専門部署や外部機関と連

携したマーケット情報の提供、お客さまの動向を踏まえた運用方針の策定・変更へのアドバイス、な

らびに資産管理・分析システムNBA（日興ボンドアナリシス：Nikko Bond Analysis）によるポート

フォリオ分析のサービスなどを行います。また、所轄官庁や外部の専門機関と連携し、全国的な公

益法人・公共法人のお客さまに対して制度・会計・財務・経営に関するセミナーも開催しています。

公益法人・公共法人

法 人のお客さま



企業戦略における重要な選択肢の一つであるM&Aについて、企業の買収、合併、売却、資本業
務提携、事業再生等、それぞれの企業のニーズに合ったアドバイスを行っています。具体的には、
M&A案件の提案から、企業価値算定、デューデリジェンス、契約書作成、クロージングまで、あ
らゆる業務をサポートしています。法制面、業界動向、事業環境、世界情勢など、様々な状況を的
確に把握した上で、各業界とM&Aアドバイザリー業務に精通したプロジェクトチームを結成し、
企業に最適なアドバイスを提供していきます。

M& A
アドバイザリー
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投 資 銀 行
M &Aや資 金 調 達に関するソリューションを提 供し、
グローバ ル時 代の企 業 戦 略 をバックアップします。

投資銀行ビジネスにおいては、法人ビジネスを専門に取り扱い、企業の多様なニーズやマーケット

環境に合わせた最適なソリューションを提供しています。ソリューションの提供にあたっては、長年

の経験により蓄積された業界別のビジネスノウハウを武器に、国内外の企業を強力にバックアップ

すべく、M&Aや企業の資金調達において業界トップクラスの豊富な実績を挙げてきた専門性の高

い人材を中心にサービスをお届けする体制を整えています。私たちは企業を強力にサポートするこ

とができる良きパートナーとして、SMBCグループならではの広範なネットワークを最大限に活用し、

付加価値の高いサービスを提供し続けていきます。

企業戦略遂行のパートナーとして

企業の長期的な事業目標の達成に不可欠なファイナンスニーズにお応えするため、株式の公募
増資・売出や各種債券の引受業務、保有資産の流動化業務などを中心に、様々な直接金融ソ
リューションを提供しています。最適な資金調達スキームの提案から、投資家へのマーケティン
グ管理、最適な条件決定、ドキュメンテーション等、資金調達業務に関わるあらゆるサービスを
提供していきます。

株式／
債券引受



金 融 商品
卓 越したトレーディングと商 品 開 発 力で、お 客さまの多
様 なニーズにあった商 品および 投 資 判 断に資 するわか
りやすい情 報を提 供します。

グローバルネットワークを通じ、あらゆるお客さまに対する総合的なサービス、商品を提供して
います。多様なニーズに対応できる執行サービス、最先端の技術に基づいたトレーディング体制、
充実したリサーチ情報の提供体制を構築しています。株式はもちろん、高品質かつ多彩なデリバ
ティブ商品を取り揃え、お客さまの様々なご要望にお応えします。

株式

高度な商品開発力、良質なプライマリー商品の組み入れ、迅速かつ的確なリサーチ情報の発信
などの高い総合力を、お客さまの投資活動にご活用いただくべく、債券トレーディングビジネスを
展開しています。また、各種デリバティブ取引、仕組債などのデリバティブ内包商品、証券化商品
等の開発・提供により、多様化する運用ニーズにお応えするフィナンシャル・ソリューションを提供
してまいります。

債券

投資信託、保険等の商品開発・提供、ファンドラップの運用およびサービスの提供を行っています。
いずれの商品・サービスも各分野のスペシャリストを結集し、最新のマーケット動向とお客さまの
ニーズを把握した上で、商品ラインナップの拡充と革新的な商品提供を目指しています。ベストプ
ロダクトポリシーに基づき、お客さまの国際分散投資に新たな選択肢を提供します。

アセット
マネジメント
商品

16



リサーチ
付 加 価 値の高い情 報を提 供し、
お客さまの投 資 戦 略 をサポートします。

目まぐるしく変わる世界経済およびマーケット動向を多角的に分析し、最新情報をわかりやすく迅

速に提供しております。外部評価であるアナリストランキングでも上位に評価される等、投資家から

高い支持を得ています。内外マクロ経済・為替市場分析のほか、フィクスト・インカムについては内外

債券市場に関する各種分析情報、国内発

行体および海外発行体（サムライ債）に関

するクレジットレポートを提供しています。

エクイティについては株式市場全般に関

する情報提供に加え、業界でも有数の広

範なカバレッジ体制のもと、個別株式・業

種別等の収益動向および株価動向等に

関する質の高い情報を国内外の投資家に

提供しています。

17
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当社と三井住友銀行は、お客さまのニーズに基づき、相互にお客さまを紹介し、グループとして
適切な商品・サービスの提供を行っています。三井住友銀行から紹介を受けたお客さまに対し
て、各種金融商品・サービスを提供しており、三井住友銀行は当社から紹介したお客さまに対して、
各種銀行取扱商品・サービスを提供しています。

お客さま
紹介業務

三井住友銀行の委託金融商品取引業者として、当社が有する豊富な金融商品や証券取引業務
に関する各種インフラを三井住友銀行に供給しています。三井住友銀行を通じて、法人および個
人のお客さま向けに、資金運用ニーズに適した商品・サービスを提供しています。

金融商品
仲介業務

「銀証資産づくりセット」は、当社で対象商品を一定額以上ご購入いただいたお客さまに、三井住
友銀行が特別金利定期預金を提供するサービスです。当社での資産運用に合わせ、安定的な資
産形成も行うことができるサービスとして、お客さまの多様なニーズにお応えしています。

銀証資産づくり
セット

英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社、欧州ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社、ＳＭ
ＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカがそれぞれ欧州、米州等で現地の三井住友銀行拠点と協働し、
株式・債券の引受業務や、クロスボーダーM&Aアドバイザリー、ストラクチャード・ファイナンス
等のサービスを提供しています。海外においてもお客さまの金融ニーズに的確かつグローバルに
対応しています。

海外拠点での
証券業務の拡充

「バンク＆トレード」は、当社の証券総合口座と三井住友銀行の普通預金口座をつなぐ、資産形成
に便利なインターネット専用サービスです。「両社の口座残高をリアルタイムに一つの画面で照
会できる」、「銀行から証券口座に即座に資金を振り替えることができる」等、様々なサービスを
提供しています。

バンク＆
トレード

本店、池袋支店、名古屋支店、大阪支店、神戸支店等の店舗内に、三井住友銀行のキャッシュカー
ドや日興カードでの入出金等でご利用いただけるＡＴＭを設置しています。

店頭への
三井住友銀行の
ＡＴＭ設置

三井住 友 銀行との業 務 連 携について

SMBCグループの一員として
三井住友銀行との様々な業務 連携施策を実 施しています。



当社は、経営理念を実現し、私たちを取り巻く社

会問題を解決することで、持続可能な社会の実

現に貢献してまいります。活動のよりどころとなる 

重点課題（マテリアリティ）を、ステークホルダーの

視点を踏まえて策定し、事業活動を通じて推進し

ています。また、国連サミットにおいて採択された

「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成のために、

企業市民として、金融機関として貢献し、あらゆる

活動を行っています。

サステナビリティへの取り組み
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全国の小学校高学年の児童を対象に出張授業を行っています。そこで、テキストを使った授業や、
カードゲームを活用し、社会や経済とのお金のかかわりや金融機関の役割等について学ぶことの
できる体験型の授業を教育現場において行っています。

日興の
「出張授業」

夏季に、小学生とその家族を対象に実体験型の社会学習プログラム“ 日興「家族でワクワク体験
ＤＡＹ」” を全国の本支店で開催しています。店舗を見学し、経済やお金の流れ・株式の仕組み・
金融機関の社会的役割などの体験学習を行っています。

日興「家族で
ワクワク体験
ＤＡＹ」

学生・一般の方に金融機関の役割や株式の仕組みに関するセミナーや東京証券取引所・当社支
店等の見学を通じて、金融や経済・証券会社に関する知識を深めていただくために企業見学・研
修を行っています。

企業見学・
研 修

グループ会社の日興リサーチセンター株式会社と協力して、大学や大学院に金融経済、証券投資
等に関する講座の提供や講師の派遣等を行い、学生に一般教養としての証券知識を身につけて
いただけるよう支援しています。

大学への
講座提供

経営レベルで当社のサステナビリティ方針について議論するため、経営会議メンバーで構成されるサステナビリティ

推進会議を設置しています。サステナビリティ会議では、当社が取り組むべき課題や持続可能な社会の実現に向け

た貢献のあり方について等、経営戦略と一体となった協議をしています。

サステナビリティ推進会議の設置

金融リテラシーの普及は、証券会社の重要な使命であると考えています。当社は企業見学の受け入れや出張授業の

実施など、あらゆる世代に向けた金融経済教育の実施を通じて、正しい資産形成・健全な資本市場の発展に貢献し

ていきます。

金融経済教育
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社会貢献活動への参加を通じて、環境保全への理解
を深めながら、地域社会や参加した役社員同士のコ
ミュニケーションを図ることを目的とした清掃活動を
行っています。より多くの役社員が自主的に社会貢献
活動に参加できる機会でもあり、当社役社員の一体
感の醸成にも繋がっています。

環境保全 活動

企業の社会や環境への取り組みや事業活動での影響を考慮して投資対象を決める「ＳＲＩ（社会的責任投資）」

に早くから取り組んできました。現在、当社ではESG*関連投資信託と社会貢献型債券の取り扱いを通じて環境・

社会配慮型企業へ投資する機会を設け、環境・社会配慮型企業の活動を支援しています。また、専門部署である

『SDGsファイナンス室』を設置し、環境・社会問題の解決に資するファイナンスを積極的に推進しています。

ＳＲＩ（社会的責任投資）商品の取り扱い

役社員一人ひとりが、社会の抱える様 な々課題解決に向けた活動を行うことで、社会の持続可能な発展に貢献する

ことを目指しています。

コミュニティ

省エネルギー・省資源活動のほか、環境に配慮したお金の流れを作ることを目指して、自然環境保全への貢献を実

践しています。

当社は、ISO14001の要求事項に対応した独自のEMS（Environmental Management System：環境マネジメン

トシステム）推進体制（※）を構築し、効果的かつ効率的に運営しています。

環境への取り組み

（※）当社では、2001年4月に、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001*認証を業界で初めて取得しました。その後、外部機関によ
る審査を通した認証登録を維持してきましたが、2019年10月をもって認証登録を取下げ、自主運営に移行しています。認証登録は取下げました
が、ISO14001の要求事項に対応した独自のEMSを継続し、引き続き、環境への取組を推進しています。

* ISO14001 とは、企業が自らの企業経営の中で環境に与える影響を把握し、環境への負荷を減らせるように、PLAN（方針）－ DO（実行）－ 
CHECK（点検）－ ACTION（見直し）というサイクルを通じて、継続的改善を目指すシステムの国際規格です。

「多様性の尊重」を経営理念の一つとしている当社は、
「ブラインドサッカーを通じて視覚障がい者と健常者
が当たり前に混ざり合う社会を実現する」との日本ブ
ラインドサッカー協会のビジョンに共鳴し、パートナー
契約を締結し各種大会支援および、キッズトレーニン
グへのボランティアを行っています。

ブラインド
サッカーの支援

世界各地で発生した自然災害の被災者を支援するため、有志による支援物資の寄贈や、被災地
域に関連するファンドの収益の一部を義援金として寄贈してきました。また、SMBCグループか
らの義援金の実施や、役社員にも寄付の呼びかけやボランティア活動を奨励するなど、会社・社
員が一体となって取り組んでいます。

災害支援活動

次世代の育成等「人にやさしい社会の実
現」に貢献する取り組みを行っている当
社は、劇団四季が日本全国の小学校6年
生を無料で招待するプロジェクト「こころ
の劇場」に協賛し、全国各都市で行われ
る公演のボランティアを行っています。

劇団四季
こころの劇場
への協賛

* ESG投資とは、運用プロセスにおいて、財務内容等の評価に加えて、環境（E：Environment）、社会（S：Social）、ガバナンス（G：Governance）
を考慮する投資手法です。



当社は、金融商品市場の担い手としての重大な社会

的責任を十分に認識し、市場参加者をはじめ、社会

の理解と信頼を強固なものとするために、コンプライア

ンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、コン

プライアンス体制の整備と実践に取り組んでいます。

コンプライアンス体制について
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コーポレートガバナンス

当社は、2019年6月17日より、業務執行の迅速化ならびに取締役会の監督機能向上および監査の実効性向上を目

的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

監査等委員会設置会社移行に伴い、業務執行に関する意思決定について、取締役会から業務執行取締役に対し、

大幅に権限委譲することにより、業務執行の迅速化を図りました。
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当社の子会社等本社各部・営業拠点

内部監査部門

監査等委員会

内部監査部門

監査等委員会取締役会
報告 決議 /報告

決裁 /報告

認可 /モニタリング 申請 /報告

監査監査

各リスク所管部署
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監査
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コンプライアンス協議会
（コンプライアンス会議の内部部会）
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井谷  俊介
（いたに しゅんすけ）
出身地：三重県　障がい：下腿切断   
競技：パラ陸上 100m、200m（T64クラス）、ユニバーサルリレー
実績：2020年第31回日本パラ陸上競技選手権大会にて100m2位、200m1位。
T64クラスで100ｍ、200ｍアジア記録保持者。

茨  隆太郎
（いばら りゅうたろう）
出身地：東京都　障がい：聴覚障害
競技：デフ競泳
実績：2009年台北よりデフリンピック3大会連続出場。2017年トルコ大会では3種目で銀メダル、3種
目で銅メダルを獲得。2019年第5回世界ろう者水泳選手権大会にて出場した7種目全てでメダル獲得。

岩井  孝義
（いわい たかよし）
出身地：富山県　障がい：脊髄損傷による体幹機能障害   
競技：車いすバスケットボール（持ち点1.0）
実績：2017年、U23世界選手権に日本代表メンバーとして出場。2018年ワール
ドチャレンジカップで日本代表入り。

上與那原  寛和
（うえよなばる ひろかず）
出身地：沖縄県　障がい：頸髄損傷による四肢麻痺   
競技：パラ陸上 400m、1500m（T52クラス）
実績：2008年北京よりパラリンピック3大会連続出場。北京ではマラソンで銀メダ
ルを獲得。ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会にて1500mで銀メダル獲得。

大堂  秀樹  
（おおどう ひでき）
出身地：愛知県　障がい：両下肢機能全廃  
競技：パラ・パワーリフティング（88kg級）
実績：2008年北京よりパラリンピック3大会連続出場。88kg級日本記録保持者。2019年度
年間最優秀選手賞受賞。2020年第三回パラ・パワーリフティングチャレンジカップ京都優勝。

川﨑  瑞恵  
 （かわさき みずえ）
出身地：埼玉県　障がい：聴覚障害
競技：デフ卓球
実績：2013年ブルガリアよりデフリンピック2大会連続出場。2017年トルコで
ダブルス・団体共に銅メダルを獲得。

齋藤  由希子
（さいとう ゆきこ）
出身地：宮城県　障がい：左上肢欠損
競技：パラ陸上 投擲（F46クラス）
実績：砲丸投げ世界記録、円盤・やり投げ日本記録保持者。2018年WPA北京
グランプリで3種目で金メダルを獲得。

鈴木  徹
（すずき とおる）
出身地：山梨県　障がい：下腿切断
競技：パラ陸上 走高跳（T64クラス）
実績：2000年シドニーよりパラリンピック5大会連続出場。T64クラス世界記
録保持者。ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会にて銅メダル獲得。

田井  小百合
（たい さゆり）
出身地：千葉県　障がい：聴覚障害
競技：デフ陸上 100mハードル
実績：2013年ブルガリアよりデフリンピック2大会連続出場。100ｍハードル
日本ろう・アジアろう記録保持者。

高橋  渚  
（たかはし なぎさ）
出身地：奈良県　障がい：聴覚障害
競技：デフ陸上 やり投げ
実績：2009年台北よりデフリンピック3大会連続出場。2015年アジア太平洋
ろう者大会で銀メダルを獲得。

千脇  貢  
（ちわき みつぐ）
出身地：千葉県　障がい：脊髄損傷による両下肢機能全廃
競技：車いすバスケットボール（持ち点2.5）
実績：2016年リオデジャネイロパラリンピック出場。2015年より3シーズンド
イツリーグで活躍。

乗松  聖矢
（のりまつ せいや）
出身地：熊本県　障がい：シャルコー・マリー・トゥース病
競技：車いすラグビー（持ち点1.5）
実績：2016年リオデジャネイロパラリンピックで銅メダルを獲得。2018年世界
大会で日本初の金メダルを獲得。

廣瀬  順子
（ひろせ じゅんこ）
出身地：山口県　障がい：視覚障害
競技：パラ柔道（57kg級）
実績：2016年リオデジャネイロパラリンピック出場、初の日本女子選手による
銅メダルを獲得。

廣瀬  悠
（ひろせ はるか）
出身地：愛媛県　障がい：視覚障害
競技：パラ柔道（90kg級）
実績：2008年北京よりパラリンピック2大会連続出場。2019年IBSAアジアオ
セアニアチャンピオンシップ男子90kg級5位。

三澤  拓
 （みさわ ひらく）
出身地：長野県　障がい：左方大腿二分の一以上欠損
競技：立位アルペンスキー
実績：2006年トリノよりパラリンピック4大会連続出場。2019年「ノーラム・
カップ」でスラローム、ジャイアントスラロームで銅メダル獲得。

森光  佑矢
（もりみつ ゆうや）
出身地：高知県　障がい：聴覚障害
競技：デフ陸上 800m、1500m
実績：2017年トルコデフリンピック出場。2016年世界ろう者陸上競技選手権大会で800ｍ
で金メダルを獲得。2019年第16回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会にて1500m1位。

山下  千絵
（やました ちえ）
出身地：神奈川県　障がい：下肢切断   
競技：パラ陸上 100m、200m（T64クラス）
実績：日本パラ陸上競技選手権大会において2018年より3年連続200mで優
勝。

茨  隆太郎
（いばら りゅうたろう）
出身地：東京都　障がい：聴覚障害
競技：デフ競泳
実績：2009年台北よりデフリンピック3大会連続出場。2017年トルコでは3種
目で銀メダル、3種目で銅メダルを獲得。※実績は2021年3月時点の情報です。

詳細はこちら
www.smbcnikko.co.jp/csr/diversity/athlete/index.html

SMBC NIKKO
ATHLETES
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SMBC NIKKO
ATHLETES
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財務ハイライト
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純純営営業業収収益益（（単単位位：：十十億億円円））
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経経常常利利益益（（単単位位：：十十億億円円））
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純純資資産産（（単単位位：：十十億億円円））

342 81
866

2017 年3 月期 2018 年3 月期 2019 年3 月期 2020 年3 月期 2021 年3 月期

経営成績（単位：百万円）

営業収益 334,458 376,016 344,696 378,017 424,462

純営業収益 313,470 345,223 306,876 303,326 342,396

営業利益 69,051 84,890 38,674 39,007 79,570

経常利益 70,551 87,497 42,181 42,621 81,920

当期純利益 39,433 57,754 28,066 32,167 71,019

財政状態（単位：百万円）

総資産 11,536,937 10,541,493 10,753,188 12,090,950 13,213,137

純資産 512,638 782,473 788,934 804,578 866,943

自己資本比率 4.7％ 7.7％ 7.6％ 6.9％ 6.9％

自己資本規制比率 330.8％ 446.5％ 380.3％ 318.7％ 304.5％

2019年3月期以降の基本的項目は配当支払（2020年3月期は2020年4月28日現在の支払予定額）による社外流出を考
慮した数値を記載し、自己資本規制比率は当該数値に基づき計算しております。

財 務 ハイライト
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組 織 図

（2021年6月1日現在）

組織図
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＝

＝



26

国 内ネットワーク

（2021年6月1日現在）

国内ネットワーク

●●営営業業部部門門

［［東東京京］］

本店 03-3283-2525
日本橋支店 03-3242-2525
大手町支店 03-3212-6611
赤坂支店 03-5561-6125
蒲田支店 03-3731-2191
田園調布支店 03-5483-3100
五反田支店 03-3445-1211
渋谷支店 03-5456-6511
自由が丘支店 03-3723-2525
玉川支店 03-3707-4711
新宿支店 03-5367-7211
新宿東口支店 03-3225-1325
麹町支店 03-3288-6011
大泉支店 03-3867-5580
吉祥寺支店 0422-21-3311
調布支店 042-499-0511
立川支店 042-524-3511
八王子支店 042-643-5600
町田支店 042-726-2525
池袋支店 03-3984-3211
池袋西口支店 03-5911-6925
赤羽支店 03-3901-7111
上野支店 03-3832-5371
錦糸町支店 03-3633-3766
北千住支店 03-3882-8811

［［関関東東］］

宇都宮支店 028-625-0025
栃木支店 0282-24-0808
太田支店 0276-46-3211
前橋支店 027-220-5210
高崎支店 027-322-4231
水戸支店 029-221-7161
浦和支店 048-831-4411
大宮支店 048-642-5051
川越支店 049-228-4311
所沢支店 04-2924-4331
本庄深谷支店 0495-21-3211
松戸支店 047-367-1161
柏支店 04-7164-3636
津田沼支店 047-477-6111
船橋支店 047-410-5725
本八幡支店 047-336-7111
千葉支店 043-225-1141
木更津支店 0438-20-2511
川崎支店 044-244-2221
新百合ヶ丘支店 044-953-6311
溝ノ口支店 044-814-4155
横浜支店 045-311-1431
横浜関内支店 045-250-1125
青葉台支店 045-982-3311
藤沢支店 0466-25-7811
鎌倉支店 0467-24-6660
厚木支店 046-223-0211
小田原支店 0465-22-7161

［［北北海海道道・・東東北北］］

旭川支店 0166-23-0311
札幌支店 011-214-7111
帯広支店 0155-24-3211
青森支店 017-775-2511
八戸支店 0178-46-3211
盛岡支店 019-625-2525
秋田支店 018-832-0025
仙台支店 022-264-9111
山形支店 023-623-1311
福島支店 024-522-7111

［［甲甲信信越越・・北北陸陸］］

新潟支店 025-229-1151
長野支店 026-269-7500
松本支店 0263-36-5511
甲府支店 055-228-8511
富士吉田支店 0555-22-1106
富山支店 076-431-7181
高岡支店 0766-21-2525
金沢支店 076-262-7141
福井支店 0776-21-0111

［［中中部部］］
沼津支店 055-962-5521
静岡支店 054-254-2341
浜松支店 053-454-2161
豊橋支店 0532-54-9211
岡崎支店 0564-24-5111
名古屋支店 052-263-2525
名古屋駅前支店 052-589-5711
豊田支店 0565-36-6925
岐阜支店 058-263-6111
四日市支店 059-353-6211

［［関関西西］］

大津支店 077-526-2151
京都支店 075-251-6211
大阪支店 06-6313-6222
梅田支店 06-6363-3111
京橋支店 06-4801-2025
備後町支店 06-6231-9752
豊中支店 06-6853-2261
千里中央支店 06-6872-5959
守口支店 06-6994-0251
難波支店 06-6643-2531
小阪支店 06-6721-2325
あべのハルカス支店 06-6623-1025
堺支店 072-221-7221
枚方支店 072-841-0777
高槻支店 072-683-6262
八尾支店 072-997-6211
岸和田支店 072-439-4701
和歌山支店 073-423-3271
奈良支店 0742-22-1111
学園前支店 0742-51-6425
西宮支店 0798-66-2091
芦屋支店 0797-22-1161
伊丹支店 072-775-0261
神戸支店 078-392-6111
三宮支店 078-392-6011
明石支店 078-911-8125
川西支店 072-759-2525
三木支店 0794-83-6025
姫路支店 079-223-1661

［［中中国国］］

岡山支店 086-224-3111
福山支店 084-921-2525
広島支店 082-241-2271
米子支店 0859-22-7261

［［四四国国］］

高松支店 087-851-5041
徳島支店 088-622-0151
松山支店 089-941-3141
高知支店 088-823-1251

［［九九州州・・沖沖縄縄］］

北九州支店 093-531-1161
福岡支店 092-711-2310
佐賀支店 0952-22-2525
長崎支店 095-826-2161
大分支店 097-536-5311
中津支店 0979-24-3211
宮崎支店 0985-24-5151
熊本支店 096-352-6191
鹿児島支店 099-225-1111
那覇支店 098-869-3201

首都圏営業室 03-5644-9700
東京金融法人部 03-3283-0815
名古屋金融法人部 052-263-2671
大阪金融法人部 06-6313-6242
山口法人部 083-972-8250

●●公公益益法法人人本本部部

第一公益法人営業部 03-3283-2679
第二公益法人営業部 03-3283-2652
名古屋公益法人営業部 052-263-2538
大阪公益法人営業部 06-6228-2170

●●ププラライイベベーートト・・ババンンキキンンググ本本部部

職域営業部

・東京 03-6854-9981
・名古屋 052-263-3681
・大阪 06-6313-6225

●●事事業業法法人人本本部部

第一事業法人部 03-3283-0662
第二事業法人部 03-3283-2394
第三事業法人部 03-3283-0772
第四事業法人部 03-3283-0983
第五事業法人部 03-3283-0126
第六事業法人部 03-3283-1751
第七事業法人部 03-3283-0112
第八事業法人部

第九事業法人部

第十事業法人部

●●企企業業公公開開・・投投資資銀銀行行本本部部

第一企業法人部 03-3283-0525
第二企業法人部（東京） 03-3283-0512
第二企業法人部（名古屋）052-263-2793
大阪企業法人部 06-6313-6097

●●名名古古屋屋事事業業法法人人本本部部

名古屋事業法人部 052-263-2585

●●大大阪阪事事業業法法人人本本部部

第一大阪事業法人部 06-6313-6604
第二大阪事業法人部 06-6313-6604

●●金金融融・・公公共共法法人人本本部部

金融法人部 03-3283-2259
公共法人部 03-3283-2259

（2021年6月1日現在）
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グル ープ会 社

海 外 ネットワーク

注：英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカ、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（カナダ）及び日興證券インドネシアは当社の持分法適用関連会社

海海外外ネネッットトワワーークク

0

Shanghai

Jakarta

Sydney

New York

Hong Kong

San Francisco

Singapore

� 日本株・債券セールス&トレーディング
� 債券引受
� M&Aアドバイザリー
� 中華圏進出コンサルティング
� IRアレンジ

英英国国ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興キキャャピピタタルル・・
ママーーケケッットト
� 日本株・債券セールス&トレーディング
� 株式・債券引受
� M&Aアドバイザリー
� IRアレンジ
� スワップ関連業務

� ファンド・カストディ
� ファンド・アドミニストレーション

� 日本株・債券セールス&トレーディング
� M&Aアドバイザリー
� プライベートウェルス業務
� IRアレンジ
� 債券引受案件のための発行体カバレッジ

� インドネシア株ブローカレッジ
� 株式・債券引受
� M&Aアドバイザリー
� インドネシア進出コンサルティング
� アセットマネジメント業務

� 日本株セールス&トレーディング、米国株ブローカレッジ
� M&Aアドバイザリー
� IRアレンジ

� ファンド管理

海外拠点

提携先

� 日本株・債券セールス&トレーディング、
米国株リサーチ・ブローカレッジ

� 株式・債券引受
� ストラクチャード・ファイナンス
� M&Aアドバイザリー
� IRアレンジ

� 債券引受案件のための発行体カバレッジ

� M&Aアドバイザリー関連業務

注： 英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカ、ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（カナダ）及び日興證券インドネシアは当社の持分法適用関連会社

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興ルルククセセンンブブルルクク銀銀行行

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興イインンベベスストトメメンントト・・フファァンンドド・・ママネネジジメメンントト・・カカンンパパニニーー

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興投投資資ココンンササルルテティィンンググ(上上海海)

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ・・アアメメリリカカ(ササンンフフラランンシシススココ支支店店)

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ・・アアメメリリカカ

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ(香香港港)

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ (シシンンガガポポーールル)

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ(香香港港)（（シシドドニニーーオオフフィィスス））

日日興興證證券券イインンドドネネシシアア
Mumbai

Seoul

Manila
Bangkok

New York

Rio de Janeiro

提携先(アジア)

KB証証券券 (本本社社：：ソソウウルル)
� M&Aアドバイザリー業務、DCM業務及びIPO分野における業務提携
フファァーースストト・・メメトトロロ証証券券(本本社社：：ママニニララ)
� M&Aアドバイザリー業務及びDCM業務を中心とした業務提携
ペペトトロロベベトトナナムム証証券券(本本社社：：ハハノノイイ)
� 海外進出支援等を中心とした業務提携

フファァトトララ証証券券(本本社社：：ババンンココクク)
� M&Aアドバイザリー及びDCM/ECM業務における提携
ココタタッックク・・ママヒヒンンドドララ・・キキャャピピタタルル(本本社社：：ムムンンババイイ)
� M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携

提携先(米州)

シシテティィググルルーーププ(本本社社：：ニニュューーヨヨーークク)
� 多様な分野でワールドワイドに業務協働

モモーーリリスス・・アアンンドド・・カカンンパパニニーー(本本社社：：ニニュューーヨヨーークク)
� M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携
BTGパパククチチュュアアルル(本本社社：：リリオオデデジジャャネネイイロロ)
� M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携

� 日本株・債券セールス&トレーディング
� 株式・債券引受
� IRアレンジ
� スワップ関連業務

Hanoi

Frankfurt
London Luxembourg

� 債券引受（パッシプ＊）
＊販売責任を負わない引受

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興セセキキュュリリテティィーーズズ（（カカナナダダ））

Canada
欧欧州州ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興キキャャピピタタルル・・
ママーーケケッットト

ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興証証券券株株式式会会社社 北北京京駐駐在在員員事事務務所所

Beijing

� 中国当局、現地金融機関及び企業からの情報収集
� 中国のマーケットや規制動向に関する情報収集

Abu Dhabi

英英国国ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興キキャャピピタタルル・・
ママーーケケッットト（（ADGM支支店店））
� 債券引受案件のための発行体カバレッジ

Paris

欧欧州州ＳＳＭＭＢＢＣＣ日日興興キキャャピピタタルル・・
ママーーケケッットト（（パパリリ支支店店））

� 債券引受案件のための発行体カバレッジ

27

日興システムソリューションズ株式会社
〒230-0032
神奈川県横浜市鶴見区大東町12-1
TEL. 045-506-8811

日興リサーチセンター株式会社
〒135-8532
東京都江東区木場1-5-55
深川ギャザリアウェスト1棟4階
TEL. 03-5677-7800

日興企業株式会社
〒135-0044
東京都江東区越中島1-2-1
ヤマタネビル新館7階
TEL. 03-5639-5250

日興ビジネスシステムズ株式会社
〒135-8532　
東京都江東区木場1-5-55 
深川ギャザリア ウェスト1棟
TEL. 03-5857-9200

日興アイ・アール株式会社
〒103-0026　
東京都中央区日本橋兜町13-2 
偕成ビル4F
TEL. 03-3660-2100

日興みらん株式会社
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町9-2
小網町日興ビル　4F
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（2021年6月1日現在）

英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社
SMBC Nikko Capital Markets Limited
One New Change London EC4M 9AF U.K.
TEL. 44-20-3527-7000

ADGM支店　ADGM Branch　　
2445, 24th Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global 
Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates

欧州ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社
SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH
Main Tower, 18th Floor, Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 
Frankfurt am Main, Germany
TEL. 49-69-2222-9-8500

パリ支店　Paris Branch　　
1/3/5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris, France

ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（シンガポール）
SMBC Nikko Securities (Singapore) Pte. Ltd.
3 Temasek Avenue #22-01 Centennial Tower Singapore 
039190
TEL. 65-6690-4411

ＳＭＢＣ日興投資コンサルティング（上海）有限公司
SMBC Nikko Investment Consulting (Shanghai) Limited
Room 1720, Shanghai World Financial Center,
No.100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 
The People's Republic of China
TEL. 86-21-3817-9000

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　北京駐在員事務所
SMBC Nikko Securities Inc., Beijing Representative 
Office
Room 03A, 4/F, Tower 2, No.79 Jianguo Road, 
Chaoyang District, Beijing
TEL. 86-10-8595-8850

ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.
2, rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg
TEL. 352-442-828-1

ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・
エス・エイ
SMBC Nikko Investment Fund Management Company 
S.A. 2, rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg
TEL. 352-442-828-1

日興證券インドネシア株式会社
P.T. Nikko Securities Indonesia
Wisma Indocement, 3rd FloorJL., Jenderal Sudirman 
Kav. 70-71,Jakarta 12910, Indonesia
TEL. 62-21-251-0125

ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（香港）
SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited
Room 607-614, 6F, One International Finance Centre, 1 
Harbour View Street, Central, Hong Kong
TEL. 852-3716-7000

シドニーオフィス　Sydney Office
Level 35, The Chifley Tower, 2 Chifley Square, 
Sydney, NSW 2000, Australia
TEL. 612-9376-1895

KB証券 (本社：ソウル)
・ M&Aアドバイザリー業務、DCM業務及びIPO分野における業務提携
ファースト・メトロ証券(本社：マニラ)
・ M&Aアドバイザリー業務及びDCM業務を中心とした業務提携
ペトロベトナム証券(本社：ハノイ) 
・ 海外進出支援等を中心とした業務提携
ファトラ証券(本社：バンコク)
・ M&Aアドバイザリー及びDCM/ECM業務における提携
コタック・マヒンドラ・キャピタル(本社：ムンバイ) 
・ M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携

シティグループ(本社：ニューヨーク)
・ 多様な分野でワールドワイドに業務協働
モーリス・アンド・カンパニー(本社：ニューヨーク)
・ M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携
BTGパクチュアル(本社：リオデジャネイロ)
・ M&Aアドバイザリー業務を中心とした業務提携

提携先(アジア) 提携先(米州)

ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカ会社
SMBC Nikko Securities America, Inc.
277 Park Avenue, New York, NY 10172, U.S.A.
TEL. 1-212-224-5300

サンフランシスコ支店　San Francisco Branch
555 California Street, Suite 3320, San Francisco,
CA 94104, U.S.A
TEL. 1-415-616-3070

ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ（カナダ）
SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.
277 Park Avenue, New York, NY 10172, U.S.A.
TEL. 1-212-224-5300
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会社概要

会社名 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
SMBC Nikko Securities Inc.

本店所在地 〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1

電話番号 03-5644-3111（本社代表）

代表者 代表取締役社長（CEO） 　近藤　雄一郎

設立日 2009年6月15日

営業開始日 2009年10月1日

金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第2251号

ＵＲＬ www.smbcnikko.co.jp

加入協会 日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会

（2021年6月1日現在）

本案内に記載のサービスのご提供及び商品等へのご投資には、サービス及び商品毎に所定の手数料や

諸経費等をお客さまにご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じ

るおそれがあります。商品毎に手数料等リスクは異なりますので、上場有価証券等書面または当該商品等の

契約締結前交付書面、お客さま向け資料をよくお読みください。なお、当社が行う情報提供に関しましては、

投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、将来の結果をお約束するものではございません

ので、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。


