
 

 
 

平成 21年 2月 20日 
 
 各 位 
 

会 社 名  センチュリー・リーシング・システム株式会社 
代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  新 居 尊 夫 

（コード番号 8439 東証 1部） 
問 合 せ 先  取 締 役 常 務 執 行 役 員  斎 藤 誠 吾 

（ＴＥＬ 03－3435－4409） 
 

会 社 名  東 京 リ ー ス 株 式 会 社 
代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  浅 田 俊 一 

（コード番号 8579 東証 1部） 
問 合 せ 先  常 務 執 行 役 員  本 田  健 

（ＴＥＬ 03－5209－6710） 
 
 

東京センチュリーリース株式会社の組織体制及び人事異動に関するお知らせ 
 
 
センチュリー・リーシング・システム株式会社（代表者：代表取締役社長新居尊夫）と東京リース

株式会社（代表者：代表取締役社長浅田俊一）は、平成２１年４月１日に両社が合併して誕生する「東

京センチュリーリース株式会社」の組織体制及び役員の異動について、本日開催の両社それぞれの取

締役会において内定いたしましたので、その他の人事異動と併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 組織 

東京センチュリーリースの組織は、グローバルベースでの競争力を備えた事業の再構築を図り、ノ

ンバンクならではの機動力のある柔軟な対応を推進して、広範囲なソリューション型の総合ファイナ

ンス・サービスカンパニーを目指すため、以下の組織を編成することといたしました。 

 

（１）業務ライン 

 監査室、内部統制室を社長直掌としたうえで、業務ラインに以下の部門を設置します。 

－経営企画部門 

経営企画部（広報ＩＲ室、ＣＳ推進室、統合推進室） 

 

－経理部門 

 経理第一部、経理第二部 
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－財務部門 

 財務部 

 

－事務システム部門 

システム第一部、システム第二部、事務統括第一部、事務統括第二部 

 

－人事・総務部門 

人事第一部、人事第二部、総務部 

 

－審査部門 

審査第一部、審査第二部、審査第三部、管理部 

 

－法務・リスク管理部門 

総合リスク管理部、法務部（コンプライアンス室） 

 

（２）営業ライン 

－営業企画・推進部門 

営業推進部、ビジネス支援部 

 

－コーポレート営業部門 

営業第一部、営業第二部、営業第三部、営業第四部、機械営業部、建機営業部、医療福祉営業部、 

霞が関事務室 

 

－ＪＦＥ営業部門 

ＪＦＥ営業部 

 

－情報機器営業部門 

情報機器第一部、情報機器第二部、情報機器第三部 

 

－首都圏エリア営業部門 

 東京支店、東京中央支店、新宿支店、新宿中央支店、池袋支店、東京南支店、南東京支店、 

上野支店（茨城営業所）、千葉支店、立川支店、横浜支店、横浜中央支店、大宮支店、大宮中央支店 

 

－東日本エリア営業部門 

 札幌支店、札幌中央支店、仙台支店、仙台中央支店、新潟支店、静岡支店、静岡中央支店、 

名古屋支店、名古屋中央支店、北陸支店 

 

－西日本エリア営業部門 

 京都支店、京都中央支店、大阪支店、大阪中央支店、神戸支店、神戸中央支店、岡山支店、 

広島支店、広島中央支店、四国支店、福岡支店、福岡中央支店 
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－ファイナンス営業部門 

 ストラクチャード・ファイナンス第一部、ストラクチャード・ファイナンス第二部、 

船舶・航空機営業部、金融商品営業部、ファイナンス業務部 

 

－不動産ファイナンス部門 

 不動産ファイナンス第一部、不動産ファイナンス第二部 

 

－国際営業部門 

 国際営業第一部、国際営業第二部、国際営業開発部、国際業務部 

 

－ソリューション支援部門 

 ソリューション支援部、事業開発部 

 

－リマーケティング部門 

 リマーケティング部、資産営業第一部、資産営業第二部 

 

－ＩＴ営業支援部門 

 リースナビ部、ｅ－ビジネス部 

 

２． 人事 

 

≪役員人事≫ 

氏  名 （新） （現） 

新居 尊夫 代表取締役会長 CLS 代表取締役社長 

浅田 俊一 

 
代表取締役社長 

 
TLC 代表取締役社長 
（兼）執行役員社長 

中川 雅博 

 
代表取締役副社長 執行役員
副社長 
経営企画部門、事務システム
部門、人事・総務部門 管掌 

 
CLS 代表取締役副社長 
営業企画本部及びリマーケ
ティング本部 管掌、 
海外事業部 担当 

中島 弘一 

 
代表取締役副社長 執行役員
副社長 
営業企画・推進部門、コーポ
レート営業部門、ＪＦＥ営業
部門、情報機器営業部門、エ
リア営業部門、ファイナンス
営業部門、不動産ファイナン
ス部門 管掌、 
営業企画・推進部門長  

 
みずほ証券株式会社 
常務執行役員 
グローバル投資銀行部門 
Ｍ＆Ａ 担当 

CLS（センチュリー・リーシング・システム株式会社） 

TLC（東京リース株式会社） 
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氏  名 （新） （現） 

近藤 英男 

 
取締役 常務執行役員 
審査部門、法務・リスク管理
部門 管掌、 
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー（ＣＣＯ）（兼）
審査部門長（兼）法務・リス
ク管理部門長 

 
TLC 取締役 常務執行役員 
審査第一部、審査第二部、管
理部、法務室 担当 

西村 昭彦 

 
取締役 常務執行役員 
リマーケティング部門、ＩＴ
営業支援部門 管掌、 
リマーケティング部門長
（兼）ＩＴ営業支援部門長 

 
CLS 取締役 常務執行役員 
営業企画本部及びリマーケ
ティング本部 担当、 
（兼）営業企画本部長（兼）
リマーケティング本部長 

正木 恒一郎 

 
取締役 常務執行役員 
国際営業部門、ソリューショ
ン支援部門 管掌、 
東日本エリア営業部門長 

 
CLS 取締役 常務執行役員 
東日本営業本部 担当、 
東日本営業本部長 

野上  誠 

 
取締役 
東京オートリース株式会社 
代表取締役社長 

 
TLC 取締役 
東京オートリース株式会社 
代表取締役社長 

 

 

≪執行役員人事≫ 取締役兼務を除いた執行役員 

氏  名 （新） （現） 

山城 興英 

 
執行役員副社長 
 営業企画・推進部門、コーポ
レート営業部門、ＪＦＥ営業
部門、情報機器営業部門、エ
リア営業部門、ファイナンス
営業部門、不動産ファイナン
ス部門 管掌 

 
CLS 代表取締役副社長 
営業管掌、プロジェクト営業
本部、情報機器営業本部、首
都圏営業本部及び営業推進部 
担当 

川嶋  正 

 
専務執行役員 
経理部門、財務部門 管掌、
財務部門長 

 
TLC 専務執行役員 
営業統轄部、財務部 担当 

朝倉 隆司 

 
専務執行役員 
西日本エリア営業部門長 

 
CLS 取締役 常務執行役員 
西日本営業本部 担当 
西日本営業本部長 
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氏  名 （新） （現） 

望月 隆夫 

 
常務執行役員 
ファイナンス営業部門長（兼）
不動産ファイナンス部門長補佐 

 
TLC 常務執行役員 
ファイナンス営業ユニット長 

伊藤 道夫 

 
常務執行役員 
 コーポレート営業部門長（兼）
ＪＦＥ営業部門長 

 
CLS 取締役 常務執行役員 
本店営業本部 担当 
本店営業本部長 

竹村 善隆 

 
常務執行役員 
監査室、内部統制室 担当 

 
TLC 常務執行役員 
リマーケティング部、資産業
務部、ＣＳＲ推進室、内部統
制推進室 担当 

豊田 佳之 

 
常務執行役員 
Tokyo Leasing (U.S.A.) Inc.  
社長 

 
TLC 常務執行役員 
 Tokyo Leasing (U.S.A.) Inc.  
Director 

大日向 洋 

 
常務執行役員 
 首都圏エリア営業部門長 

 
TLC 常務執行役員 
エリア営業ユニット長、東日
本 担当 

本田  健 

 
常務執行役員 
経営企画部門長（兼）経理部
門長（兼）事務システム部門
長補佐 

 
TLC 常務執行役員 
経営企画部、広報ＩＲ室、新
システム企画室、経理部、シ
ステム部、事務統轄部 担当 

池田 裕一郎 

 
常務執行役員 
 ソリューション支援部門長
（兼）リマーケティング部門
長補佐（兼）ＩＴ営業支援部
門長補佐 

 
TLC 常務執行役員 
ソリューションＢＦ部 担当 

赤石 敏晴 
 
常務執行役員 
西日本エリア営業部門長補佐 

 
TLC 常務執行役員 
西日本 担当 

大池  収 

 
常務執行役員 
国際営業部門長（兼）国際営
業第二部長（兼）国際業務部長 

 
TLC 常務執行役員 
グローバル営業ユニット長、
事業開発室 担当 

福島  廣 

 
常務執行役員 
 不動産ファイナンス部門長
（兼）ファイナンス営業部門
長補佐 

 
CLS 執行役員 
プロジェクト営業本部長 

水野 雅夫 

 
常務執行役員 
 情報機器営業部門長 

 
CLS 執行役員 
情報機器営業本部長 



 
 
 - 6 -

 

氏  名 （新） （現） 

星野 幹雄 
 
執行役員 
統一東京股份有限公司董事長 

 
TLC 執行役員 
統一東京股份有限公司董事長 

鈴木 益夫 

 
執行役員 
事務システム部門長 
 

 
CLS 取締役 執行役員 
財経部門及び事務システム
部門 担当、 
事務システム部門長 

大嶋 光孝 
 
執行役員 
人事・総務部門長 

 
CLS 執行役員 
首都圏営業本部長 

原  英司 

 
執行役員 
審査部門長補佐 

 
CLS 取締役 執行役員 
審査部門 担当 
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー（ＣＣＯ）（兼）
審査部門長 

井筒 浩一郎 

 
執行役員 
経理部門長補佐（兼）財務部
門長補佐 

 
CLS 執行役員 
財経部門長 

森本 吉彦 
 
執行役員 
東日本エリア営業部門長補佐 

 
TLC 執行役員 
営業統轄部長 

坪井 正見 

 
執行役員 
不動産ファイナンス第一部長 

 
TLC 執行役員 
不動産＆コーポレートファ
イナンス部長 

佐藤 修一 

 
執行役員 
 法務部長（兼）コンプライア
ンス室長 

 
TLC 執行役員 
監査室長（兼）法務室長 

岩武 篤彦 
 
執行役員 
 審査第三部長 

 
TLC 執行役員 
審査第二部長 

堂添 伸一 
 
執行役員 
人事第二部長 

 
TLC 執行役員 
人事部長 

村松 孝志 

 
執行役員 
 コーポレート営業部門長補佐
（兼）ＪＦＥ営業部門長補佐
（兼）営業第一部長 

 
TLC 執行役員 
営業第一部長 

藤森 英典 
 
執行役員 
 総合リスク管理部長 

 
CLS 執行役員 
統合リスク管理室長 
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氏  名 （新） （現） 

山田 英範 
 
執行役員 
 総務部長 

 
TLC 総務部長 

宍戸 正彦 

 
執行役員 
 大阪支店長 

 
CLS 参与 
西日本営業本部長補佐 
（兼）大阪支店長 

森  康生 

 
執行役員 
 経営企画部長（兼）ＣＳ推進
室長（兼）統合推進室長 

 
CLS 参与 
業務部長（兼）ＣＳ推進室長
（兼）広報ＩＲ室長（兼）Ｂ
ＰＲ推進室長 

島津 正立 
 
執行役員 
 営業第三部長 

 
CLS 営業第二部長 

 

 

≪一般人事≫ 

氏  名 （新） （現） 

根本 光雄 監査室長 TLC/監査室 次長 

赤澤 敏男 監査室 室長 CLS/検査室長 

嶋田 雅之 内部統制室長 CLS/内部統制室長 

風間 俊輔 内部統制室 室長 TLC/内部統制推進室長 

玉野  治 経営企画部 部長 TLC/経営企画部長 

久保 年彦 経理第一部長 CLS/経理部長 

平崎 達也 経理第二部長 TLC/経理部長 

柴谷  修 財務部長 CLS/財務部長 

野田 敏彦 財務部 部長 TLC/財務部長 

小川 達也 ｼｽﾃﾑ第一部長 CLS/情報ｼｽﾃﾑ部長 

南  俊明 ｼｽﾃﾑ第二部長 TLC/ｼｽﾃﾑ部長 

成瀬 明弘 事務統括第一部長 CLS/京都支店長 

金子 一郎 事務統括第二部長 TLC/事務統轄部長 

藤原  明 人事第一部長（兼）総務部 部長 CLS/総務人事部長 
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氏  名 （新） （現） 

原島  一 審査第一部長 CLS/審査第一部長 

小林 健二 審査第二部長 TLC/審査第一部長 

大塚 雅基 管理部長 TLC/管理部長 

野崎 康嘉 管理部 部長 CLS/法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 

川崎 秀典 総合ﾘｽｸ管理部 部長 TLC/CSR 推進室長 

酒井 孝幸 営業推進部長 CLS/営業推進部長 

末木  宏 営業推進部 部長 TLC/ﾍﾞﾝﾀﾞｰﾘｰｽ営業部長 

濱川  誠 ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援部長 CLS/営業推進部 担当課長 

松岡 和男 営業第二部長 TLC/営業第二部長 

宮田  收 営業第四部長 CLS/新宿支店長 

金井 康郎 機械営業部長 TLC/機械営業部長 

横木 修一 建機営業部長 TLC/建機営業部長 

酒井 直人 医療福祉営業部長 TLC/医療福祉営業部長 

小林 伸行 霞が関事務室長 TLC/霞が関事務室長 

永瀬 久夫 JFE 営業部長 TLC/JFE 営業部長 

柴田 和広 情報機器第一部長 CLS/情報機器第一部長 

小塚 公雄 情報機器第二部長 CLS/情報機器第二部長 

尾崎 正吾 情報機器第三部長 CLS/情報機器第三部長 

薄木 一成 東京支店長 TLC/東京支店長 

蒲田 孝夫 東京中央支店長 CLS/大阪支店 部長 

薬師 敬造 新宿支店長 CLS/名古屋支店長 

宮寺 俊夫 新宿中央支店長 TLC/新宿支店長 

久保田 聰 池袋支店長 CLS/池袋支店長 

田口  保 東京南支店長 CLS/東京南支店長 

椎名 隆行 南東京支店長 TLC/南東京支店長 

永田 裕一 上野支店長 CLS/事業開発部長 
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氏  名 （新） （現） 

寺田  浩 千葉支店長 TLC/千葉支店長 

久保田 孝則 立川支店長 CLS/立川支店長 

青木 徹三 横浜支店長 CLS/横浜支店長 

菅  昭彦 横浜中央支店長 TLC/横浜支店長 

田代 和昭 大宮支店長 CLS/大宮支店長 

小川 昌男 大宮中央支店長 TLC/大宮支店長 

櫻井 義朗 札幌支店長 CLS/札幌支店長 

田村 利彦 札幌中央支店長 TLC/札幌支店長 

熊田  泰 仙台支店長 CLS/仙台支店長 

高橋 和好 仙台中央支店長 TLC/北陸支店長 

富所 正和 新潟支店長 TLC/新潟支店長 

大澤 哲也 静岡支店長 CLS/静岡支店長 

川上 雅章 静岡中央支店長 TLC/静岡支店長 

井関 淳一 名古屋支店長 CLS/審査第二部長 

村井 士朗 名古屋中央支店長 TLC/名古屋支店長 

平田 泰祐 北陸支店長 TLC/営業統轄部 次長 

阿部 恒夫 京都支店長 CLS/横浜支店 営業第二課長 

村田 啓司 京都中央支店長 TLC/京都支店長 

臼井 正治 大阪支店 部長 CLS/情報機器第一部 営業第三課長 

新井 美邦 大阪中央支店長 TLC/大阪支店長 

大島 武富 神戸支店長 CLS/神戸支店長 

川島 達郎 神戸中央支店長 TLC/神戸支店長 

菊地  悟 岡山支店長 TLC/岡山支店長 

軽部 慶二 広島支店長 CLS/広島支店長 

岩崎 正典 広島中央支店長 TLC/広島支店長 

秋山 真彦 四国支店長 CLS/四国支店長 
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氏  名 （新） （現） 

田中  昭 福岡支店長 CLS/福岡支店長 

川口 良二 福岡中央支店長 TLC/福岡支店長 

吉田 博志 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ第一部長 TLC/ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ部長 

佐藤 耕一郎 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽ第二部長 CLS/ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部長 

岡村 邦昭 船舶・航空機営業部長 TLC/船舶・航空機営業部長 

山本 達也 金融商品営業部長 
TLC/船舶･航空機営業部 金融商

品営業室長 

山田 政則 ﾌｧｲﾅﾝｽ業務部長 TLC/ﾌｧｲﾅﾝｽ業務部長 

山岸 裕彦 不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ第二部長 
CLS/ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部 ﾌｧｲﾅﾝｽｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ長 

高木 健次 国際営業第一部長 TLC/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ部 次長 

明石  誠 ｿﾘｭｰｼｮﾝ支援部長 TLC/ｿﾘｭｰｼｮﾝ BF 部長 

北川 淑人 事業開発部長 TLC/事業開発室長 

田中 義明 ﾘﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 TLC/ﾘﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 

池田  剛 ﾘﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 CLS/ｱｾｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

堀部 薫弘 資産営業第一部長 TLC/資産業務部長 

鮫島  博 資産営業第二部長 CLS/営業管財部長 

斉藤 峰之 ﾘｰｽﾅﾋﾞ部長 CLS/ﾘｰｽﾅﾋﾞ部長 

富田 安伸 e-ﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 CLS/e-ﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 

 

 

以 上 
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＜ご参考＞2009 年 4 月 1日以降の役員体制 

役 員 名 管掌・担当 委 嘱 

新居代表取締役会長     

浅田代表取締役社長     

中川代表取締役副社長 

執行役員副社長 

 経営企画部門、事務システム部門、

人事・総務部門 管掌 
 

中島代表取締役副社長 

執行役員副社長 

営業企画・推進部門、コーポレート

営業部門、JFE 営業部門、情報機器

営業部門、エリア営業部門、ファイ

ナンス営業部門、不動産ファイナン

ス部門 管掌 

 営業企画・推進部門長 

近藤取締役 

常務執行役員 

 審査部門、法務・リスク管理部門

管掌 

チーフ・コンプライアンス・オフ

ィサー（CCO） 

（兼）審査部門長 

（兼）法務・リスク管理部門長 

西村取締役 

常務執行役員 

 リマーケティング部門、IT 営業支援

部門 管掌 

リマーケティング部門長 

（兼）IT 営業支援部門長 

正木取締役 

常務執行役員 

 国際営業部門、ソリューション支援

部門 管掌 
 東日本エリア営業部門長  

野上取締役   
 東京オートリース株式会社 

代表取締役社長  

山城執行役員副社長 

  

営業企画・推進部門、コーポレート

営業部門、JFE 営業部門、情報機器

営業部門、エリア営業部門、ファイ

ナンス営業部門、不動産ファイナン

ス部門 管掌 

 

川嶋専務執行役員  経理部門、財務部門 管掌  財務部門長  

朝倉専務執行役員   西日本エリア営業部門長  

望月常務執行役員  
ファイナンス営業部門長 

(兼)不動産ファイナンス部門長補佐 

   



 
 
 - 12 -

役 員 名 管掌・担当 委 嘱 

伊藤常務執行役員  
コーポレート営業部門長 

（兼）JFE 営業部門長 

竹村常務執行役員  監査室、内部統制室 担当  

豊田常務執行役員  Tokyo Leasing (U.S.A.) Inc.社長

大日向常務執行役員   首都圏エリア営業部門長  

本田常務執行役員  
 経営企画部門長（兼）経理部門長 

（兼）事務システム部門長補佐 

池田常務執行役員  

 ソリューション支援部門長 

（兼）リマーケティング部門長補佐

（兼）IT 営業支援部門長補佐 

赤石常務執行役員   西日本エリア営業部門長補佐 

大池常務執行役員  

 国際営業部門長 

（兼）国際営業第二部長 

（兼）国際業務部長  

福島常務執行役員  
 不動産ファイナンス部門長 

（兼）ファイナンス営業部門長補佐 

水野常務執行役員   情報機器営業部門長 

星野執行役員  統一東京股份有限公司董事長  

鈴木執行役員   事務システム部門長 

大嶋執行役員   人事・総務部門長  

原執行役員   審査部門長補佐  

井筒執行役員  
 経理部門長補佐 

（兼）財務部門長補佐  

森本執行役員   東日本エリア営業部門長補佐 
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役 員 名 管掌・担当 委 嘱 

坪井執行役員   不動産ファイナンス第一部長 

佐藤執行役員  
 法務部長 

（兼）コンプライアンス室長  

岩武執行役員   審査第三部長  

堂添執行役員   人事第二部長  

村松執行役員  

 コーポレート営業部門長補佐 

（兼）JFE 営業部門長補佐 

（兼）営業第一部長 

藤森執行役員   総合リスク管理部長 

山田執行役員   総務部長 

宍戸執行役員  大阪支店長 

森執行役員  
経営企画部長（兼）CS 推進室長 

（兼）統合推進室長 

島津執行役員   営業第三部長 

四分一監査役 （常勤監査役） （社外監査役） 

関口監査役 （常勤監査役）  

西村監査役 （常勤監査役） （社外監査役） 

松井監査役 （非常勤監査役） （社外監査役）  

隅田監査役 （非常勤監査役） （社外監査役） 

和田監査役 （非常勤監査役） （社外監査役） 

伊藤監査役 （非常勤監査役） （社外監査役） 

斎藤監査役 （非常勤監査役） （社外監査役） 

以 上 


