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平成 22 年 5 月 14 日 

各 位 

会社名  株式会社セディナ 

代表者名 代表取締役社長 舟橋 裕道 

（コード番号 ８２５８ 東証・名証第１部） 

問合せ先  広報ＩＲ部長 平野 浩彦 

 

役員異動のお知らせ 
 
本日開催いたしました取締役会において、下記の通り役員人事および関連人事を決定いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 
1. 執行役員の退任（平成 22 年 6 月 23 日付） 

専務執行役員  赤塚 憲昭   
常務執行役員  山下 政和  エムシーエス債権管理回収㈱社長に就任予定 

常務執行役員  大澤 幸二  ㈱セディナオートリース社長に就任予定 

常務執行役員  土岡 将芳  ㈱セディナトータルサービス社長に就任予定 

常務執行役員  小林  睦  ㈱ＣＤプランニング社長に就任予定 

常務執行役員  久保 雄二  ㈱プロセント社長に就任予定 

常務執行役員  若旅 義朗  顧問に就任 

執行役員  池田 憲男   
執行役員  赤地  進  ㈱シーエフ債権回収 常務取締役に就任予定 

執行役員  根本  誠   
執行役員  中山 和雄  事務システム統括本部 副本部長 

 
2. 新任執行役員（6 月 23 日付） 

（現）    （新） 

社長付  橋本 謹嗣  常務執行役員 
東日本統括事業部 副事業部長 齋藤 和之  執行役員 

社長付  鈴木 信義  執行役員 

 
3. 役員の昇進（6 月 23 日付） 

（現）    （新） 

常務執行役員  後藤  学  専務執行役員 

執行役員  橋本 昭宏  常務執行役員 

執行役員  濵﨑 伸之  常務執行役員 
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4. 役員の担当変更（6 月 23 日付） 

    （現） （新） 

代表取締役 

 

 江幡 真史  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 

副社長執行役員 

信用管理統括本部 担当 

代表取締役 

 

 浜  芳樹  副社長執行役員 

経営企画、人事、事務システ

ム 担当 

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 

取締役  渕岡  彰  専務執行役員 

人事統括本部長 

専務執行役員 

経営企画統括本部長 

取締役  佐々木明夫  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

常務執行役員 

営業企画統括室長 

取締役  林  正志  執行役員 

総務統括本部 副本部長 

執行役員 

人事統括本部長 兼 総務統括本部長 

取締役  小幡 浩之  執行役員 

経営企画統括本部 副本部長 

執行役員 

戦略事業統括室長 

 
5. 執行役員の担当変更（6 月 23 日付） 

    （現） (新) 

専務執行役員  成合 敏治  営業推進本部長 兼 

渉外担当 

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 

専務執行役員  山元 真之  経営企画統括本部長 財務統括本部長 

専務執行役員  安島 行雄  営業統括本部[戦略事業・営

業推進] 副担当 

営業推進本部長 

専務執行役員  後藤  学  営業推進本部副本部長 営業統括本部[戦略事業・営業推進] 副担当

[西日本] 

常務執行役員  黒木 豊彦  カード企画本部長 営業推進本部副本部長 兼 名古屋駐在 

常務執行役員  門脇 祐一  営業企画統括室長 カード企画本部長 

常務執行役員  橋本 昭宏  営業企画統括室副室長 営業推進本部副本部長 

常務執行役員  濵﨑 伸之  債権管理本部副本部長 会員管理本部長 

常務執行役員 橋本 謹嗣  社長付 事務システム統括本部長 

執行役員  周東 保行  内部統制統括本部副本部

長 兼 渉外担当 

総務統括本部副本部長 
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    （現） （新） 

執行役員  佐々木 強  ＣＶＣ事業部長 経営企画統括本部副本部長 

執行役員 齋藤 和之  東日本統括事業部副事業部長 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ企画本部副本部長 

執行役員 

 

鈴木 信義  社長付 内部統制統括本部長 

 

 
6.一般人事（５月２１日付） 

 （現） （新） 

服部 昇一 事務システム統括本部付 事務システム統括本部 副本部長 

伊藤  宏 事務システム統括本部付 本店情報システム部長 

   
7.一般人事（６月２３日付） 

 （現） （新） 

山本 常夫 経営企画部長 内部統制統括本部 副本部長 

安藤 範保 カード企画本部企画管理部長 営業企画統括室 副室長 

山本 良次 ＣＶＣ事業部 副事業部長 ＣＶＣ事業部長 

増田 一夫 中日本統括事業部 副事業部長 西日本統括事業部長 

河口 博一 債権管理センター二部長 債権管理本部 副本部長 

吉田  聡 経営企画統括本部付 経営企画部長 

以上 
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役員一覧             （株式会社セディナ 平成 22 年 6 月 23 日付） 

 

   [ 委 嘱 ] 

取締役会長 

 

 土川 立夫  

    

取締役副会長 

 

 舟橋 裕道  

    

代表取締役社長 

 

 山下  一  

    

代表取締役  江幡 真史 副社長執行役員 

信用管理統括本部担当 

    

代表取締役  浜  芳樹 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 

    

取締役  仁瓶 眞平 副社長執行役員 

営業統括本部 [戦略事業・営業推進] 担当 

    

取締役  渕岡  彰 専務執行役員 

経営企画統括本部長 

    

取締役  佐々木明夫 常務執行役員 

営業企画統括室長 

    

取締役  林  正志 執行役員 

人事統括本部長 兼 総務統括本部長 

    

取締役  小幡 浩之 執行役員 

戦略事業統括室長 

    

社外取締役  城野 和也  

    

社外取締役  内藤 行雄  

    

社外取締役  井上 康文  

    

    

常勤監査役  成井 昭臣  

    

常勤監査役  門間 富賢  

    

社外監査役  堀   裕  

    

社外監査役  長友 英資  

    

社外監査役  川上 明彦  
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執行役員一覧            （株式会社セディナ 平成 22 年 6 月 23 日付） 

     

    [ 委   嘱 ] 

副社長執行役員 

（代表取締役） 

 江幡 真史  信用管理統括本部 担当 

     

副社長執行役員 

（代表取締役） 

 浜  芳樹  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 

 

     

副社長執行役員 

（取締役） 

 仁瓶 眞平  営業統括本部 [戦略事業・営業推進] 担当 

     

専務執行役員  成合 敏治  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 

     

専務執行役員  山元 真之  財務統括本部長 

     

専務執行役員  安島 行雄  営業推進本部長 

     

専務執行役員  並木 博之  信用管理統括本部長 

     

専務執行役員 

（取締役） 

 渕岡  彰  経営企画統括本部長 

専務執行役員  吉原 和夫  クレジット・ソリューション企画本部長 

     

専務執行役員  後藤  学  営業統括本部[戦略事業・営業推進] 副担当[西日本]
     

常務執行役員  佐々木明夫  営業企画統括室長 

（取締役）     

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

     

常務執行役員  内藤 淳一  債権管理本部長 

     

常務執行役員  舞弓 武男  営業推進本部 副本部長[カード] 

     

常務執行役員  黒木 豊彦  営業推進本部副本部長[中日本] 兼 名古屋駐在 

     

常務執行役員  門脇 祐一  カード企画本部長 

     

常務執行役員  橋本 昭宏  営業推進本部副本部長[東日本] 
     

常務執行役員  濵﨑 伸之  会員管理本部長 

     

常務執行役員  橋本 謹嗣  事務システム統括本部長 

     

執行役員 

（取締役） 

 林  正志  人事統括本部長 兼 総務統括本部長 

執行役員 

（取締役） 

 小幡 浩之  戦略事業統括室長 

     



    [ 委   嘱 ] 

     

執行役員  草川 雅夫  財務統括本部 副本部長 兼 財務企画部長 

     

執行役員  井上  清  監査室長 

     

執行役員  中野 貴司  人事統括本部 副本部長 

     

執行役員  五十嵐正裕  ソリューション営業部長 

     

執行役員  本田 智康  カード企画本部 副本部長 

     

執行役員  周東 保行  総務統括本部 副本部長 

     

執行役員  佐々木 強  経営企画統括本部 副本部長 

     

執行役員  山田 純平  会員管理本部 副本部長 

     

執行役員  真鍋 徹也  戦略事業統括室 副室長 

     

執行役員  山下 敏郎  東日本統括事業部長 

     

執行役員  池田 明彦  経営企画統括本部 副本部長 

     

執行役員  安井 信也  中日本統括事業部長 

     

執行役員  若佐 武司  カード開発事業部長 

     

執行役員  齋藤 和之  クレジット・ソリューション企画本部 副本部長 

     

執行役員  鈴木 信義  内部統制統括本部長 

 

以上 
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