
平成 19 年 3月 30 日 

各 位 

東京都 千代田区九段北一 丁目 8番 1 0号 

エヌ･アイ･エフSMBCベンチャーズ株式会社 

代 表 取 締 役 社 長 山 村 信 一 

(コード番号  8  4  5  8) 

問合せ先 執行役員 日 尾 民 明 

TEL 0369102600 （代） 

代表取締役及び役職員の異動に関するお知らせ 

平成１９年３月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役職員の 

異動に関する人事を決議いたしましたのでお知らせします。 

記 

１．役員の就退任 

（１）取締役・執行役員 

①新任候補 （ 現 在 ） 

<平成 19 年 6 月 26 日付> 

代表取締役副社長 勝川 恒平 (㈱三井住友銀行) 

専務取締役 成影 善生 (㈱三井住友銀行) 

執行役員 中村 卓司 (㈱三井住友銀行) 

執行役員 水流 邦夫 (㈱三井住友銀行) 

②退任予定 

<平成 19 年 6 月 26 日付> 

代表取締役会長 松田 道弘 

取締役副社長 岩田 昇夫 

執行役員 吉邨 正久 

執行役員 大歳 明 

(2)監査役 

退任予定 

<平成 19 年 4 月 15 日付> 

監査役 吉村 公雄



(3)顧問 

新任予定 （ 現 在 ） 

<平成 19 年 5 月 1 日付> 

顧問 勝川 恒平 (㈱三井住友銀行) 

顧問 成影 善生 (㈱三井住友銀行) 

顧問 中村 卓司 (㈱三井住友銀行) 

顧問 水流 邦夫 (㈱三井住友銀行) 

２．役員の異動 

（平成 19年 4月 2日付） 

新 氏 名 旧 

業務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ、投資企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ、投資 

事業組合事務局担当 

専務執行役員 

嶋村 佳秀 

（大和プロパティ㈱ 代表取締役副社長） 

業務本部 副本部長（審査・資産管理ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ、総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ、法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室分担） 

常務執行役員 

冨永 恵一 

業務本部 副本部長（審査・資産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ、 

財務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ、総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担） 

事業投資本部 副本部長（事業投資第一ｸﾞ 

ﾙｰﾌﾟ、事業投資第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担) 
常務執行役員 

谷口 修一 

事業投資本部 副本部長（事業投資第一ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ、事業投資第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ、事業投資第三ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ分担) 

業務本部 副本部長（財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ、経営企 

画ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担） 
執行役員 

日尾 民明 

業務本部 副本部長（投資事業組合事務局、財 

務ｸﾞﾙｰﾌﾟ、法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室、経営企画ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ分担） 

投資企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ、投資事業組合事務局分 

担 
執行役員 

中川 秀登 

投資第一本部 副本部長(業務企画第一ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ、業務企画第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担） 兼 投資企画 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担 

投資第一本部 副本部長(中部支社、九州 

支社分担) 兼 投資第九ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担 

執行役員 

実歳 英雄 

投資第一本部 副本部長(関西支社長) 

投資第二本部 副本部長（関西支社長） 執行役員 

大歳 明 

投資第二本部 副本部長（投資第八ｸﾞﾙｰﾌﾟ分 

担） 

事業投資本部 副本部長（事業投資第三ｸﾞ 

ﾙｰﾌﾟ分担） 兼事業投資第三ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰ 

ｼﾞｬｰ 

執行役員 

田中 勝 

事業投資本部 副本部長（事業投資第四ｸﾞﾙｰ 

ﾌﾟ分担） 

（平成 19 年 6 月 26 日付） 

新 氏 名 旧 

業務本部長を解く 取締役副社長 

脇水 純一郎 

業務本部長 

業務本部長 専務取締役 

成影 善生 

－ 

投資第二本部 副本部長（投資第六ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

分担） 

執行役員 

中村 卓司 

－ 

投資第二本部 副本部長（関西支社長） 執行役員 

水流 邦夫 

－



３．職員の異動 

（平成 19年 4月 2日付） 

新 氏 名 旧 

中部支社長 今木 伸二 中部支社 次長 

投資第八ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小山 高弘 投資第九ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬ- 

関西支社投資第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 青木 隆幸 関西支社 投資ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

関西支社投資第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 西畑 雅文 投資第八ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

投資第九ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
半谷 智之 

経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ付 部長 

（㈱三井住友銀行へ出向中） 

業務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木佐貫 利数 業務企画第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

業務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 田尻 育男 業務企画第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

投資企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬ- 増田 隆司 業務企画第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉田 長十郎 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ共同ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中村 誠 財務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

㈱三井住友銀行 
猪俣 益宗 

事業投資第四ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

（㈱三井住友銀行より出向中） 

以上



ｶﾂｶﾜ　 ｺｳﾍｲ

勝川　恒平

1.生 年 月 日 1951年01月08日(56才)

2.出 身 地 岐阜県

3.学 歴 1974年03月 同志社大学 商学部 卒業

4.職 歴 1974年04月 株式会社住友銀行 入行

1992年10月 　一ツ橋支店長

1995年05月 　静岡支店長

1997年05月 　広報部長兼広報部社会文化事業室長

1999年04月 　日比谷法人部長

2001年04月 株式会社三井住友銀行 

　執行役員 大阪第二法人営業本部長

2002年06月 　執行役員 東京第四法人営業本部長

2003年06月 　執行役員 東日本第一法人営業本部長

2004年04月 　執行役員 法人部門副責任役員（東日本担当)

2005年06月 　常務執行役員 法人部門副責任役員（東日本担当)

2006年04月 　常務執行役員 法人部門副責任役員（西日本担当)

　　以     上

経　　歴　　書

　　　　　現在に至る




