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平成 21年 2月 25日 

各   位 

会  社  名 日立キャピタル株式会社 

代表者名 執行役社長 髙野 和夫 

（コード番号：8586・東証第一部） 

問合せ先 執行役常務 百井 啓二 

(TEL：03-3503-2118) 

    

代表執行役および執行役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21年 2月 25日開催の取締役会において、下記のとおり決定しましたので、お知らせ

いたします。 
 

記 

 

１．代表執行役の異動 
 
（1）代表執行役の異動 【平成 21年 4月 1日付、（ ）内は現職】 

    
   取締役               髙野 和夫（代表執行役 執行役社長 兼 取締役） 

 
   代表執行役 執行役社長 兼 取締役  三浦 和哉（代表執行役 執行役副社長 兼 取締役） 

 
（2）異動の理由 

   当社は、執行役社長 髙野 和夫のもとで、この４年間グループ一丸となって事業構造の転換を図り、

持続的な成長に取り組んでまいりました。今後は、新たな視点で更なる飛躍を期するため、執行役 

社長の異動を行うことと致しました。 

 
（3）新任執行役社長の経歴 

氏 名：三浦 和哉 (みうら かずや) 

出 身 地：北海道 

最 終 学 歴：小樽商科大学 商学部卒業 

生 年 月 日：昭和 28年 1月 23日（56歳） 

略 歴：昭和 51年 4月 当社入社 

           平成 15年 4月 リテール事業部門ビジネス機器事業開発部長 

           平成 15年 9月 執行役常務 

           平成 17年 4月 執行役副社長 

           平成 19年 2月 営業統括部門長 

           平成 19年 4月 代表執行役 執行役副社長 営業統括部門長 現在に至る 

           平成 19年 6月 取締役 現在に至る 

 

２．執行役の異動 
    
（1）新任者 【平成 21年 4月 1日付、（ ）内は現職】 

    
   執行役常務 債権管理部門長   浦田 伸一（業務役員 債権管理部門長） 

 
   執行役常務 関西営業本部長   杉本  敏（業務役員 中国営業本部長） 

 
   執行役常務 法務部長      小島喜代志（日立キャピタル信託株式会社 代表取締役社長） 
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（2）退任者 【平成 21年 3月 31日付、（ ）内は現職】 
    

髙野 和夫（代表執行役 執行役社長 兼 取締役） 

     平成 21年 4月 1日付で、取締役に専任 
     

加藤 貞裕（執行役常務 東京第ニ営業本部長） 

     平成 21年 4月 1日付で、顧問に就任 
 
   北浦 康夫（執行役常務 関西営業本部長） 

     平成 21年 4月 1日付で、顧問に就任 
 
   島田諭一郎（執行役常務 グループ会社室長） 

     平成 21年 4月 1日付で、顧問に就任 

 
（3）新任執行役の経歴 

    
浦田 伸一（うらた しんいち）（昭和 23年 6月 26日生、60歳） 

    
     昭和 46年 4月 当社入社 

     平成 11年 3月 九州営業本部福岡支店長 

     平成 13年 6月 沖縄日立キャピタル株式会社 取締役社長 

     平成 18年 4月 当社業務役員 債権管理部門長 現在に到る 

 

杉本  敏（すぎもと さとし）（昭和 31年 7月 17日生、52歳） 
    
     昭和 55年 4月 当社入社 

     平成 14年 1月 首都圏カンパニービジネス営業本部東京法人支店長 

     平成 16年 2月 首都圏カンパニー首都圏第一営業本部長 

     平成 17年 9月 東京営業本部長 

     平成 18年 4月 業務役員 東京営業本部長 

     平成 19年 4月 日立トリプルウィン株式会社 取締役 

     平成 20年 4月 当社業務役員 中国営業本部長 現在に到る 

 

小島喜代志（こじま きよし）（昭和 34年 4月 1日生、50歳） 
    
     昭和 58年 4月 当社入社 

     平成 10年 10月 金融サービス営業開発部主幹 

     平成 10年 11月 日立キャピタル証券株式会社 取締役 

     平成 13年 6月 同社 常務取締役 

     平成 17年 4月 日立キャピタル信託株式会社 取締役兼代表執行役 

     平成 18年 6月 同社 代表取締役 現在に到る 

 

 
（ご参考）平成 21年 4月 1日以降の執行役の体制は次のとおりです。 
 

職       名 氏   名 

代表執行役 

執行役社長 
三浦 和哉 

執行役常務  

グループ会社室長 
松下  康 

執行役常務 

財務部門長 
百井 啓二 

執行役常務 

営業統括部門長 
川部 誠治 

執行役常務 

債権管理部門長 
浦田 伸一 

執行役常務 

関西営業本部長 
杉本  敏 

執行役常務 

法務部長 
小島喜代志 

以   上 


