
 

2019年 2 月 27 日 

各   位 

会 社 名 株 式会社 クレディセゾン 

 代 表 者 名 代表取締役社長 林野 宏 

 （コード番号 8253 東証第一部） 

問 合 せ先 経営企画部長 川原 友一 

   (TEL：03－3988－2110 ) 

 

クレディセゾン 2019年度組織および人事について 

 

 

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：林野 宏、以下「当社」）は、    

本日開催しました取締役会において、2019 年度の組織および人事について決定し、3 月 1 日 

より運営いたしますのでお知らせいたします。 

 

■ 組織改定の目的と概要 

当社は「サービス先端企業」という経営理念のもと、中期経営ビジョン「Neo Finance Company 

in Asia」の実現に向け、クレジットカードやプリペイドカードなどの決済サービスを中心に、   

お客様の生活上のあらゆるマネーイベントに関わる最適なサービスを提供していくファイナンス

カンパニーへと転換することを目的に組織改定を行いました。 

 

１．ペイメント事業部（旧カード事業部） 

   ・ 「カード事業部」は決済手段の多様化やカードレス化を踏まえ「ペイメント事業部」へ改称するとともに、

「戦略企画部」は「営業戦略グループ」を統合の上、「ペイメント事業部」の全体戦略立案を担う部門

へ再編いたしました。 

   ・ 「アフィニティ営業 1 部」と「アフィニティ営業 2 部」を統合し、「アフィニティ営業部」へ再編、部内に 

「事業戦略グループ」を新設いたしました。 

   ・ 「ビジネス決済推進部」の法人系カード・B2B 決済など法人系プロダクト機能を切り出し、「ビジネス 

ソリューション部」へ再編いたしました。 

   ・ 「カードファイナンス部」は、「営業戦略グループ」のショッピングリボ機能を統合し、カード付帯商品 

（リボ・キャッシング・ローン・保険等）の一体的拡販を担う部門へと再編いたしました。 

   ・ ポイント運用サービスおよびセゾン投信(株)やマネックス・セゾン・バンガード投資顧問(株)との連携 

など、資産形成ビジネスの企画・推進を担う「アセットマネジメント部」を新設いたしました。 

   ・ お客様の声をプロダクト部門と一体となって、商品・サービスの改善や顧客満足度の向上に活用する 

「CS企画部」を新設いたしました。 

   ・ 「AMEX 推進部」は「セゾン AMEX 部」へ、「ペイメント営業部」は「B2B 営業部」へ、「商品・サービス

開発グループ」は「加盟店企画部」へ改称いたしました。 



  

 

２．ファイナンス事業部 

   ・ リース&レンタル部は、部内に「事業統括グループ」を新設いたしました。 

   ・ 信用保証部内の「営業グループ」を信用保証部に統合いたしました。 

   ・ ファイナンスビジネス部は、部内に不動産エクイティファイナンスやノンリコースローン等を担う「ストラ

クチャードファイナンスグループ」を新設いたしました。 

 

３．デジタルイノベーション事業部（旧デジタル事業部） 

   ・ 「デジタル事業部」「IT 戦略部（部内室含む）」「デジタル戦略グループ」「プロモーション戦略グループ」

を統合し、「デジタルイノベーション事業部」へ再編いたしました。 

   ・ 「プロモーション戦略グループ」を「ブランディング戦略部」へ改称いたしました。 

   ・ 「デジタルマーケティング部」はビジネス横断的なターゲットマーケティングによる顧客活性化を担う 

部門に再定義し、顧客データ（セゾン DMP）を活用した外部企業との新規ビジネス創造や広告・  

リサーチビジネス機能を分離し、新設する「データビジネス部」に移管いたしました。 

   ・ 先進技術を活用した各事業部のデジタルシフトの全社横断的な推進役、デジタル技術に関する

R&D機能、顧客体験・サービスレベルの向上を担う「テクノロジーセンター」を新設いたしました。 

 

４．営業推進事業部 

   ・ 「営業推進部」を「営業企画部」へ改称いたしました。 

・ 「法人営業推進部」は「ビジネス決済推進部」の営業機能を統合し、「法人営業部」へ再編いたしました。 

 

５．コーポレート部門 

   ・ 「財務部」と「経理部」を統合し、「財務経理部」へ再編いたしました。 

   ・ 「CS推進室」を「お客様相談室」へ改称いたしました。 

 

  



  

 

■ 役員人事について 

・代表取締役の異動 （3月 1日付） 

 

・新任取締役候補 （6月下旬定時株主総会付議予定） 

  

・退任取締役 

 

■ 取締役委嘱業務の変更 （3月 1日付） 

 

 

氏名 新役職名 現役職名 

林野  宏 代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 

山下 昌宏 代表取締役社長 COO 専務取締役 

氏名 新役職名 現役職名 

小野 和俊 取締役 

㈱セゾン情報システムズ 常務取締役 

（兼）㈱アプレッソ 代表取締役社長 

※2019 年 2 月 28 日をもって㈱セゾン情報

システムズ 取締役を退任予定 

安森 一惠 

（戸籍上の氏名：齊藤 一惠） 
取締役 

当社 クレジット事業部長 

（兼）信用企画部長 

氏名 現役職名 参考 

前川 輝之 代表取締役会長 2019年 3 月 1 日をもって退任予定 

平瀬 和宏 取締役 2019年 3 月 31 日をもって退任予定 

氏名 
新 

（下線付きは変更分野 ※改称を除く） 
旧 

林 野   宏 

代表取締役会長 CEO 

経営政策、グローバル戦略、 

ブランディング 

代表取締役社長 

カード事業部、戦略企画部 管掌 

山 下  昌 宏 

代表取締役社長 COO 

経営全般執行 

広報室、戦略人事部、ペイメント事業部、 

営業推進事業部 管掌 

専務取締役 

戦略人事部、IT戦略部、 

営業推進事業部管掌 

髙 橋  直 樹 

代表取締役副社長 

戦略推進 

経営企画部、総務部、監査室、 

デジタルイノベーション事業部 管掌 

（兼）IT戦略部 担当 

代表取締役副社長 

広報室、経営企画部、 

デジタル事業部 管掌 



  

 

  

氏名 
新 

（下線付きは変更分野 ※改称を除く） 
旧 

山 本   寛  

専務取締役 

リスク統括部、ファイナンス事業部 管掌 

（兼）カードファイナンス部 担当 

専務取締役 

ファイナンス事業部 管掌 

（兼）ファイナンス事業部長 

（兼）ビジネス決済推進部、 

カードファイナンス部 担当 

水 野  克 己  

常務取締役 

グローバル事業部 管掌（兼） 

ペイメント事業部長（兼）戦略企画部、 

アライアンス開発部、加盟店企画部、 

事業開発部、アセットマネジメント部 担当 

常務取締役 

グローバル事業部 管掌 

（兼）戦略企画部 担当 

岡 本  龍 成  

常務取締役 

クレジット事業部 管掌（兼） 

ファイナンス事業部長（兼）ファイナンス企画部、 

ファイナンスビジネス部、ソリューション営業部、 

アフィニティ営業部 事業戦略グループ 担当 

常務取締役 

クレジット事業部 管掌 

（兼）カード事業部長（兼）アフィニティ営業2部、 

アライアンス開発部 担当 

三 浦  義 昭  

常務取締役 

営業推進事業部長（兼）アフィニティ営業部、 

ビジネスソリューション部 担当 

常務取締役 

営業推進事業部長 

（兼）アフィニティ営業 1 部担当 

松 田  昭 博  
取締役 

グローバル事業部長 

取締役 

グローバル事業部長 

馬 場  信 吾  

取締役 

財務経理部 管掌（兼）経営企画部、 

B2B営業部、リース&レンタル部 担当 

取締役 

財務部、経理部 管掌 

（兼）経営企画部、ペイメント営業部 担当 

磯 部  泰 之 

取締役 

デジタルイノベーション事業部 担当 

（兼）デジタルマーケティング部長 

取締役 

デジタル事業部長 

（兼）デジタルマーケティング部長 

足 利  駿 二  

取締役 

お客様相談室  管掌（兼）セゾンAMEX部、 

CS企画部、信用保証部 担当 

取締役 

AMEX推進部、ソリューション営業部 担当 

小 野  和 俊  

新任取締役（候補） 

CTO 

デジタルイノベーション事業部 担当 

（兼）テクノロジーセンター長（予定） 

― 

安 森  一 惠  

新任取締役（候補） 

クレジット事業部長（兼）戦略人事部長 

（予定） 

クレジット事業部長（兼）信用企画部長 



  

■ 部長職人事 （3月 1日付） 

 
 
 

氏名 新役職名 旧役職名 

田中 裕明 経営企画部長 経営企画部 担当部長 

木村 由幸 財務経理部長 財務部長 

菊地 徹 お客様相談室長 ＣＳ推進室長 

鶴本 英毅 
信用企画部長 

（2019.3.16 付転籍異動予定） 
（株）キュービタス 業務改革室長 

植田 直宏 

セゾンＡＭＥＸ部長 

（兼）セゾンＡＭＥＸ部 企画グループ  

担当部長 

ＡＭＥＸ推進部長 

（兼）信用企画部 担当部長 

櫻井 勉 Ｂ２Ｂ営業部長 ペイメント営業部長 

江口 将 アフィニティ営業部長 アライアンス開発部長 

安川 智 
アフィニティ営業部 事業戦略グループ 

部長 
アフィニティ営業２部長 

藤波 崇 ビジネスソリューション部長 ビジネス決済推進部長 

水口 浩樹 
カードファイナンス部長 

（兼）ファイナンス事業部付 部長 
カードファイナンス部長 

浦田 文秀 アライアンス開発部長 
カード事業部 担当部長 

（兼）デジタル事業部 担当部長 

三坂 直樹 
加盟店企画部長 

（兼）グローバル戦略企画部 担当部長 

戦略企画部 商品・サービス開発グループ 

部長 

（兼）グローバル戦略企画部 担当部長 

嶋田 かおり 事業開発部長 （兼）ＣＳ企画部長 戦略企画部 事業開発グループ 部長 

吉田 慎一 アセットマネジメント部長 戦略企画部 デジタル戦略グループ 部長 

根岸 正樹 
戦略企画部長 
（兼）グローバル戦略企画部 担当部長 

戦略企画部 営業戦略グループ 部長 

（兼）グローバル戦略企画部 担当部長 

倉科 一人 ファイナンス企画部長 
ファイナンス企画部 課長 

（兼）ビジネス決済推進部 課長 

宮﨑 洋平 
リース＆レンタル部 事業統括グループ 

部長 

リース＆レンタル部 事業統括課長 

（兼）リース＆レンタル部 営業計画課長 

藤澤 和繁 信用保証部長 
信用保証部長 

（兼）信用保証部 営業グループ 部長 

中山 直喜 

ファイナンスビジネス部長 

（兼）ファイナンスビジネス部 

ストラクチャードファイナンスグループ 部長 

ファイナンスビジネス部  

家賃保証グループ 部長 

（兼）ファイナンスビジネス部 担当部長 

内山 純一 
ファイナンスビジネス部  

家賃保証グループ 部長 

ファイナンス事業部付 部長 

（兼）ファイナンスビジネス部  

家賃保証グループ 担当部長 



  
 

 
 

氏名 新役職名 旧役職名 

尾田 康弘 

システム企画部長 

（兼）経営企画部 グループ戦略室  

担当部長 

ＩＴ戦略部 システム企画室長 

（兼）経営企画部 担当部長 

伊東 達也 デジタル業務推進部長 
ＩＴ戦略部 デジタル業務推進室長 

（兼）ＩＴ戦略部 担当部長 

相川 耕平 ブランディング戦略部長 
戦略企画部 プロモーション戦略グループ 

部長 

堀江 直人 ポイントビジネス部長 
ポイントビジネス部 担当部長 

（兼）ポイントビジネス部 事業開発課長 

藤原 克彦 

ネットアライアンス部長 

（兼）ファイナンス事業部付 部長 

（兼）ポイントビジネス部 担当部長 

ネットアライアンス部長 

川原 友一 
データビジネス部長 

（兼）経営企画部 担当部長 

経営企画部長 

（兼）ＩＴ戦略部 デジタル業務推進室  

担当部長 

藤原 哲也 営業企画部長 東京支社長 

松本 憲太郎 東京支社長 
戦略人事部長 

（兼）戦略人事部 キャリア開発室長 

今田 雄介 東京支社 法人営業部長 東京支社 法人営業部 営業一課長 

長谷川 博一 神奈川支社長 東北支社 営業課長 

山根 繁太 関西支社長 
営業推進部長 

（兼）経営企画部 担当部長 

石井 悠介 関西支社 法人営業部長 関西支社 法人営業部 課長 

前田 基行 法人営業部長 
東京支社 法人営業部長 

（兼）法人営業推進部長 

森 航介 

グローバル事業部付 部長 
（兼）Credit Saison Asia Pacific Pte. Ltd.
出向 （兼）グローバル事業部付（インド
担当） 部長 

グローバル事業部付 部長 

（兼）Credit Saison Asia Pacific Pte. Ltd.

出向 

千村 剛 グローバル戦略企画部付 部長 
関西支社長 

（兼）関西支社 法人営業部長 

横山 真一 グローバル戦略企画部付 部長 戦略人事部付 出光クレジット（株）出向 

安田 慎史 

グローバル事業部付（タイ担当） 部長 

（兼）グローバル事業部付（ミャンマー担当） 

部長 

グローバル事業部（タイ担当） 担当部長 

佐竹 浩二 
財務経理部 担当部長 

（兼）経営企画部 担当部長 
経理部長 

田中 竜太 総務部 担当部長 アフィニティ営業１部長 

増澤 真一 信用企画部 担当部長 戦略人事部付 髙島屋クレジット（株）出向 



  
 

 
 
【添付資料】 
「新任取締役候補者の略歴」 

以 上 

  

氏名 新役職名 旧役職名 

小林 宏至 
セゾンＡＭＥＸ部 営業グループ  

担当部長 
ＡＭＥＸ推進部 担当部長 

稲垣 美代子 
セゾンＡＭＥＸ部 営業グループ  

担当部長（セールスエキスパート） 

ＡＭＥＸ推進部 営業グループ 課長 

（セールスエキスパート） 

菅野 貴文 セゾンＡＭＥＸ部 ＷＥＢグループ 担当部長 
ＡＭＥＸ推進部 担当部長 

（兼）カード事業部 担当部長 

和田 守弘 Ｂ２Ｂ営業部 担当部長 ペイメント営業部 担当部長 

吉中 慎 アフィニティ営業部 担当部長 アライアンス開発部 担当部長 

細田 隆昭 事業開発部 担当部長 アフィニティ営業２部 担当部長 

皆川 真奈美 戦略企画部 担当部長 戦略企画部 営業戦略グループ 担当部長 

原 顕文 ファイナンス企画部 担当部長 ポイントビジネス部長 

吉澤 しのぶ ファイナンスビジネス部 担当部長 
ファイナンスビジネス部  

ファイナンス推進課長 

中川 正明 システム企画部 担当部長 ＩＴ戦略部 システム企画室 担当部長 

佐伯 尚洋 

（株）キュービタス システム開発部  

担当部長 （兼）(株)クレディセゾン  

システム企画部 担当部長 

（株）キュービタス システム開発部  

担当部長（兼）(株)クレディセゾン 

ＩＴ戦略部 システム企画室 担当部長 

吉田 学 
デジタルイノベーション事業部 担当部長 

（兼）（株）キュービタス 営業部付 担当部長 

デジタルマーケティング部 担当部長 

（兼）（株）キュービタス 営業部付 担当部長 

佐野 英樹 法人営業部 担当部長 東京支社 法人営業部 担当部長 

林 武彦 
グローバル事業部 担当部長 

（兼）ファイナンス事業部 担当部長 
みずほ銀行出向受 

山口 浩 
グローバル事業部（ミャンマー担当）  

担当部長 
グローバル戦略企画部 担当部長 



  

 

【添付資料】 

「新任取締役候補者の略歴」 

 

 

 

以 上 

 

新役職名 
氏名 

（生年月日） 
略歴 

取締役 
小野 和俊 

（昭和 51年 8月 6日生） 

平成 11年 4 月 

平成 12年 10 月 

平成 15年 12 月 

平成 25年 7 月 

平成 25年 9 月 

平成 27年 6 月 

平成 28年 4 月 

 

平成 30年 4 月 

サン・マイクロシステムズ（現 Oracle Corporation) 入社 

旧株式会社アプレッソ 代表取締役社長 

株式会社アプレッソ 代表取締役副社長 

株式会社セゾン情報システムズ 顧問 

株式会社アプレッソ 代表取締役社長（現任） 

株式会社セゾン情報システムズ 取締役 

株式会社セゾン情報システムズ 常務取締役（現任） 

同社テクノベーションセンター長（現任） 

同社プロダクトディベロップメントセンター長 

取締役 

安森 一惠 

（昭和 48年 11月 9日生） 

（戸籍上の氏名：齊藤 一惠） 

平成 6 年 4 月 

平成 23年 3 月 

平成 27年 10 月 

平成 29年 3 月 

平成 30年 3 月 

当社入社 

株式会社キュービタス 途上管理センター長 

当社信用企画部 担当部長 

当社信用企画部長 

当社クレジット事業部長（兼）信用企画部長（現任） 


