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組織変更と人事異動に関するお知らせ 

 
当社は、平成 21 年 7 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更と人事異動を決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 
記 

 
Ⅰ．組織変更 
【主旨】 

消費低迷や業法改正を踏まえた厳しい経営環境のなか、セディナ発足から４ヶ月が経過し、

（１）事業の融合による営業力の強化、（２）重複機能・拠点の統合による効率化の推進を

図るため、組織改正をおこなう。 
【内容】 

  （１）営業部門  

   営業部門は、１統括本部３本部制とし、「営業統括本部（２統括室＋５部）」の下に 

   「カード企画本部（２事業部＋１０部）」「クレジット・ソリューション企画本部（５部）」 

   「営業推進本部（３事業部＋２１部・営業部）」を設置する。 

（２）信用管理部門 

   信用管理部門は、「会員管理本部」を５部から６部へ変更する。 

（３）コーポレート部門 

   コーポレート部門は、「経営企画統括本部」を７部から５部、「人事統括本部」を４部から

３部、内部統制統括本部」を３部から２部へ変更する。 

 
これに伴ない、１３統括本部・本部、８事業部・室、７２部・営業部とする。 

 
【実施日】 

   平成２１年８月１日 

 

 



Ⅱ．役員人事 
（平成 21 年 8月 1 日付） 

〔氏 名〕 〔役 職 名〕 〔現 委 嘱〕 〔新 委 嘱〕 

    

   舟橋 裕道  代表取締役社長  営業統括本部 管掌 

   仁瓶 眞平 

 

 代表取締役 

副社長執行役員 

ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括 担当 

 

営業統括本部 [戦略事業、営業推進] 担当 

 

   江幡 真史 

 

 代表取締役 

副社長執行役員 

カード事業統括 担当 

 

営業統括本部 [営業企画、ｶｰﾄﾞ、ｸﾚｼﾞｯﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ] 担当 

 

   成合 敏治 

 

 取締役 

専務執行役員    

総務、内部統制担当 

 

営業推進本部長 兼 渉外担当 

 

   安島 行雄 

 

 取締役 

専務執行役員    

営業統括本部長 

 

営業統括本部 [戦略事業、営業推進] 副担当 

 

   吉原 和夫  専務執行役員 クレジット事業本部長 クレジット・ソリューション企画本部長 

   佐々木 明夫 

 

 取締役 

常務執行役員    

カード事業統括 副担当 

 

営業統括本部 [営業企画、ｶｰﾄﾞ、ｸﾚｼﾞｯﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ] 副担当

 

   島田 哲雄  常務執行役員 ソリューション事業本部長 クレジット・ソリューション企画本部副本部長 

   舞弓 武男  常務執行役員 カード推進本部長 営業推進本部副本部長 

   黒木 豊彦  常務執行役員 カード開発本部長 カード企画本部長 

   久保 雄二  常務執行役員 戦略営業本部長 戦略事業統括室長 

   後藤  学  常務執行役員 支店営業本部長 営業推進本部副本部長 

   門脇 祐一  常務執行役員 カード企画本部長 営業企画統括室長 

   橋本 昭宏 

 

 取締役 

執行役員    

営業統括本部営業企画部長 兼 

支店営業本部営業推進部長 

営業企画統括室副室長 

 

   池田 憲男  執行役員 ソリューション事業本部副本部長 西日本統括事業部長 

   根本  誠  執行役員 人事部長 人事統括本部副本部長 

   神田  晋  執行役員 カード企画本部副本部長 退任 (株式会社プロセント移籍) 

   本田 智康  執行役員 カード開発本部副本部長 カード企画本部副本部長 

   佐々木 強  執行役員 クレジット事業本部副本部長 ＣＶＣ事業部長 

   畠山  薫 

 

 執行役員 

 

戦略営業本部副本部長 兼  

戦略事業一部長 

戦略事業統括室副室長 

 



〔氏 名〕 〔役 職 名〕 〔現 委 嘱〕 〔新 委 嘱〕 

   山下 敏郎  執行役員 支店営業本部副本部長 東日本統括事業部長 

   安井 信也  執行役員 (新任) 東日本統括事業部長 中日本統括事業部長 

   若佐 武司  執行役員 (新任) カード提携開発二部長 カード開発事業部長 

    

 

 
Ⅲ．一般人事 
（平成 21 年 8月 1 日付） 

〔 氏 名 〕 〔 現  職 〕 〔 新  職 〕 

山本 良次 カード開発事業部長 ＣＶＣ事業部 副事業部長 

吉井 誠一 西日本カード事業部長 カード開発事業部 副事業部長 

齋藤 和之 信用保証推進部長 東日本統括事業部 副事業部長 

増田 一夫 西日本統括事業部長 中日本統括事業部 副事業部長 

佐久間 正博 ソリューション事業本部企画管理部長 西日本統括事業部 副事業部長 

平野 浩彦 広報部長 広報ＩＲ部長 

内田 守彦 法人保険営業部長 グループ事業管理部長 

伊藤  賢 カード開発本部企画管理部長 人事部長 

佐藤 洋之 本店情報システム部 グループ長  本店情報システム部長  

鷲津 良彦 岡崎支店長 事務企画部長 

中野 則和 管理業務センター長 内部統制推進部長 

笹尾 一弥 カード提携事業部長 総務部長 

宮井 信和 戦略事業一部 副部長 戦略事業一部長 

青井 宏仁 営業企画部 副部長 営業企画部長 

安藤 範保 ＣＶＣ事業部長 カード企画本部 企画管理部長 

田所 和明 東日本カード事業部長 保険営業部長 

杉本 裕保 カード企画本部企画管理部長 カードショッピング推進部長 

木村 勝利 (株)SMFG カード＆クレジット出向 カード提携開発二部長 

毛利 弘数 中部カード営業統括部長 カード提携営業一部長 

水上 佳明 クレジット事業本部企画管理部長 クレジット・ソリューション企画本部 企画管理部長 

渡邉   聡 東京営業統括部長 クレジット推進部長 

小林 和雄 オート推進部 副部長 オート推進部長 

渡辺 常男 中日本統括事業部長 信用保証推進部長 

形野 雄紀 カード営業管理部長 営業推進本部 企画管理部長 

片山 達夫 グループ事業管理部長 営業推進本部 運営管理部長 



〔 氏 名 〕 〔 現  職 〕 〔 新  職 〕 

内田 利則 東北カード営業統括部長 北海道・北東北カード営業統括部長 

山川 隆史 カード提携営業一部長 東関東カード営業統括部長 

石崎  茂 東京第四営業部長 東東京営業部長 

稲垣 幸男 東京第一営業部長 西東京営業部長 

大森 一郎 東京第三営業部長 横浜営業部長 

桐山 豊司 新横浜支店長 北海道・東北営業統括部長 

平野 良隆 中日本カード事業部長 関東営業統括部長 

川田 美樹 近畿カード営業統括部長 関西カード営業統括部長 

森田 秀次 名古屋営業統括部長 中部営業統括部長 

山田 真光 大阪中央営業部付部長 関西営業統括部長 

丸山 史樹 審査部付部長 会員管理本部 企画管理部長 

中村 俊彦 クレジット推進部長 クレジット信用企画部長 

田久保 章夫 東関東カード営業統括部長 ＣＲＭ企画部長 

岡   浩吉 ＣＲＭ・事務管理部長 センター事務企画部長 

森部 義和 クレジット信用企画部長 審査部長 

島田 芳明 リスク管理部長 管理業務センター部長 

久保 克己 債権管理一部長 債権管理センター一部長 

河口 博一 債権管理二部長 債権管理センター二部長 

吉井 専太郎 債権管理三部長 債権管理センター三部長 

 
平成 21 年 8月 3 日付 

〔 氏 名 〕 〔 現  職 〕 〔 新  職 〕 

森山 秀樹 宇都宮中央支店長 宇都宮支店長 

小嶋 芳樹 神戸支店長 京都支店長 

林   和良 神戸中央支店長 神戸支店長 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔ご参考〕株式会社セディナ 役員一覧（平成２１年８月１日現在） 

〔 氏 名 〕 〔 役 職 名 〕 〔 委   嘱 〕 

   土川 立夫  代表取締役会長  

   舟橋 裕道  代表取締役社長 営業統括本部 管掌 

   仁瓶 眞平  代表取締役 副社長執行役員 営業統括本部 [戦略事業、営業推進] 担当 

   江幡 真史  代表取締役 副社長執行役員 営業統括本部 [営業企画、ｶｰﾄﾞ、ｸﾚｼﾞｯﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ] 担当 

   浜   芳樹  代表取締役 副社長執行役員 経営企画、人事、事務ｼｽﾃﾑ 担当 

   成合 敏治  取締役 専務執行役員    営業推進本部長 兼 渉外担当 

   赤塚 憲昭  取締役 専務執行役員    名古屋駐在 

   山元 真之  取締役 専務執行役員    経営企画統括本部長 

   安島 行雄  取締役 専務執行役員    営業統括本部 [戦略事業、営業推進] 副担当 

   並木 博之  取締役 専務執行役員    信用管理統括本部長 

   渕岡  彰  取締役 専務執行役員    人事統括本部長 

   佐々木 明夫  取締役 常務執行役員    営業統括本部 [営業企画、ｶｰﾄﾞ、ｸﾚｼﾞｯﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ] 副担当 

   橋本 昭宏  取締役 執行役員    営業企画統括室 副室長 

   林  正志  取締役 執行役員    総務統括本部 副本部長 

   小幡 浩之  取締役 執行役員    経営企画統括本部 副本部長 

   

  城野 和也  社外取締役  

  高橋 義昭  社外取締役  

  中前 圭司  社外取締役  

  内藤 行雄  社外取締役  

   

  成井 昭臣  常勤監査役  

  門間 富賢  常勤監査役  

  堀    裕  社外監査役  

  長友 英資  社外監査役  

  川上 明彦  社外監査役  

   

   吉原 和夫  専務執行役員 クレジット・ソリューション企画本部長 

   山下 政和  常務執行役員 内部統制統括本部長 

   島田 哲雄  常務執行役員 クレジット・ソリューション企画本部 副本部長 

   大澤 幸二  常務執行役員 財務統括本部長 

   内藤 淳一  常務執行役員 債権管理本部長 

   土岡 将芳  常務執行役員 会員管理本部長 



〔 氏 名 〕 〔 役 職 名 〕 〔 委   嘱 〕 

   小林  睦  常務執行役員 総務統括本部長 

   舞弓 武男  常務執行役員 営業推進本部 副本部長 

   黒木 豊彦  常務執行役員 カード企画本部長 

   久保 雄二  常務執行役員 戦略事業統括室長 

   後藤  学  常務執行役員 営業推進本部 副本部長 

   門脇 祐一  常務執行役員 営業企画統括室長 

   若旅 義朗  常務執行役員 事務システム統括本部長 

   池田 憲男  執行役員 西日本統括事業部長 

   赤地  進  執行役員 本店総務部長 

   根本  誠  執行役員 人事統括本部 副本部長 

   草川 雅夫  執行役員 財務統括本部 副本部長 

   井上  清  執行役員 監査室長 

   中野 貴司  執行役員 人事統括本部 副本部長 

   濵﨑 伸之  執行役員 債権管理本部 副本部長 

   五十嵐 正裕  執行役員 ソリューション営業部長 

   本田 智康  執行役員 カード企画本部 副本部長 

   周東 保行  執行役員 内部統制統括本部副本部長 兼 渉外担当 

   佐々木 強  執行役員 ＣＶＣ事業部長 

   山田 純平  執行役員 会員管理本部 副本部長 

   畠山  薫  執行役員 戦略事業統括室 副室長 

   山下 敏郎  執行役員 東日本統括事業部長 

   池田 明彦  執行役員 経営企画統括本部 副本部長 

   中山 和雄  執行役員 事務システム統括本部 副本部長 

   安井 信也  執行役員 (新任) 中日本統括事業部長 

   若佐 武司  執行役員 (新任) カード開発事業部長 

以 上 
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