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2022年3月9日 

 

各 位 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 

代表取締役 社長執行役員 柳井 隆博 

(コード番号:8593) 

(上場取引所:東・名) 

 

執行役員の異動に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、執行役員の異動を決議しましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

1. 新任(2022年4月1日) 

 新 現 

池邉 宏之 
常務執行役員 

審査本部長 
審査第二部長 

石巻 尚 

常務執行役員 

モビリティ事業本部長 

ロジスティクス事業本部長 

PNW Railcars, Inc. 会長 

三菱商事株式会社 執行役員 

自動車・モビリティグループ 

CEOオフィス室長 

北原 克哉 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

営業統括本部長(共同本部長) 

セクター第五営業部長 

澤田 真 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

ベンダーソリューション営業本部長 

三菱ＨＣビジネスリース株式会社 

代表取締役 

事業統括本部  

ベンダーソリューション事業本部長 

三菱ＨＣビジネスリース株式会社  

代表取締役 

鈴木 裕之 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

中部エリア営業本部長 

名古屋セクター営業部長 

谷村 昌彦 

常務執行役員 

海外地域ユニット 米州地域本部長 

Mitsubishi HC Capital (U.S.A.) Inc. 

会長 

ENGS Holdings Inc. 会長 

Mitsubishi HC Capital America, Inc. 

Chairman 

事業統括本部 事業企画本部  

プロダクトソリューション事業部長 

*石巻尚氏は、2022年3月31日付で三菱商事株式会社 執行役員を退任予定。 
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2. 異動 

(2022年3月9日) 

 新 現 

田中 紳司 

常務執行役員 

リスクマネジメント本部長 

CCMO 

CCO 

CISO 

審査本部 副本部長 

常務執行役員 

リスクマネジメント本部長 

審査本部 副本部長 

*CCMO：Chief Crisis Management Officer (最高危機管理責任者) 

CCO：Chief Compliance Officer (チーフ・コンプライアンス・オフィサー) 

CISO：Chief Information Security Officer (最高情報セキュリティ責任者) 

 

(2022年4月1日) 

 新 現 

安栄 香純 
取締役 副社長執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

取締役 副社長執行役員 

事業統括本部長 

久井 大樹 

副社長執行役員 

コーポレートセンター全般 

海外地域ユニット 

副社長執行役員 

コーポレートセンター全般 

野々口 剛 

専務執行役員 

人事本部長 

リスクマネジメント本部 副本部長 

専務執行役員 

人事本部長 

審査本部長 

リスクマネジメント本部 副本部長 

竹田 真史 
専務執行役員 

エンゲージメント本部長 

専務執行役員 

エンゲージメント本部長 

経営企画本部 副本部長 

竹本 雅雄 

専務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

法人営業本部長 

専務執行役員 

事業統括本部 副統括本部長 

大橋 芳和 
常務執行役員 

海外地域ユニット 欧州地域本部長 

常務執行役員 

人事本部 副本部長 

村本 修 

常務執行役員 

航空事業本部長 

JSA International Holdings, L.P. 

会長 

常務執行役員 

航空事業部門長 

JSA International Holdings, L.P. 

会長 

塩澤 広宣 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

ヘルスケア営業本部長 

セクター第二営業部長委嘱 

常務執行役員 

ヘルスケア事業部門長 

セクター第二営業部長委嘱 

沢田 邦裕 

常務執行役員 

環境エネルギー・インフラ事業本部 

副本部長(インフラ事業部担当) 

常務執行役員 

インフラ・企業投資事業部門長 

再生可能エネルギー事業部門  

副部門長 

岡久 靖 
常務執行役員 

不動産事業本部長 

常務執行役員 

不動産事業部門長 
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中井 健夫 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

東日本エリア営業本部長 

兼 マシナリー営業本部長 

常務執行役員 

カスタマービジネス部門  

東日本エリアカンパニー長 

浜﨑 一紀 

常務執行役員 

海外地域ユニット 中国地域本部長 

Mitsubishi HC Capital 

Management (China) Limited 

Director Chairman 

Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) 

Limited 

Director Chairman 

常務執行役員 

中国地域責任者 

Mitsubishi HC Capital 

Management (China) Limited 

Director Chairman 

Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) 

Limited 

Director Chairman 

廣田 泰行 

常務執行役員 

海外地域ユニット 海外統括本部長 

(共同本部長) 

兼 ASEAN地域本部長 

Mitsubishi HC Capital Asia 

Pacific Pte. Ltd.  

CEO & Managing Director 

常務執行役員 

カスタマービジネス部門  

海外カンパニー長 

兼 営業推進本部 副本部長 

兼 マシナリーカンパニー 

副カンパニー長 

Mitsubishi HC Capital (U.S.A.) Inc. 

会長 

ENGS Holdings Inc. 会長 

丸山 由紀夫 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

西日本エリア営業本部長 

常務執行役員 

IT・DX本部 副本部長 

荻内 淳司 
常務執行役員 

環境エネルギー・インフラ事業本部長 

常務執行役員 

再生可能エネルギー事業部門長 

インフラ・企業投資事業部門 

副部門長 

考藤 厚義 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

営業統括本部長(共同本部長) 

海外地域ユニット 海外統括本部長 

(共同本部長) 

常務執行役員 

事業統括本部 事業企画本部長 

佐藤 晴彦 

取締役 常務執行役員 

経営企画本部長 

財務・経理本部 副本部長 

MHC America Holdings 

Corporation 会長 

Mitsubishi HC Finance America 

LLC 会長 

取締役 常務執行役員 

経営企画本部 副本部長 

財務・経理本部 副本部長 

MHC America Holdings 

Corporation 会長 

Mitsubishi HC Finance America 

LLC 会長 

成瀬 望 

常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 

ライフ営業本部長 

環境エネルギー・インフラ事業本部 

副本部長 (環境エネルギー事業部、 

環境エネルギー営業部担当) 

常務執行役員 

事業統括本部 副統括本部長 

松尾 秀樹 
常務執行役員 

IT・事務本部長 

常務執行役員 

IT・DX本部長 
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3. 退任(2022年3月31日) 

 現 備考 

安野 健二 

専務執行役員 

ロジスティクス事業部門長 

航空事業部門 副部門長 

PNW Railcars, Inc. 会長 

CAI International, Inc. 会長 

引き続き、顧問として、 

CAI International, Inc. 会長 

小諸 正樹 

常務執行役員 

経営企画本部長 

エンゲージメント本部 副本部長 

 

西喜多 浩 

常務執行役員 

カスタマービジネス部門  

西日本エリアカンパニー長 

 

三井 博史 

常務執行役員 

カスタマービジネス部門  

中部エリアカンパニー長 

2022年 4月 1日付で、 

首都圏リース株式会社 顧問に 

就任予定 

2022年 6月 27日付で、 

同社 代表取締役会長に就任予定 

西田 政夫 

常務執行役員 

ASEAN地域責任者 

Mitsubishi HC Capital Asia 

Pacific Pte. Ltd.  

CEO & Managing Director 

2022年 4月 1日付で、 

キャピタル損害保険株式会社 

常勤監査役に就任予定 

中野 雅史 

常務執行役員 

カスタマービジネス部門  

マシナリーカンパニー長 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 

コーポレートコミュニケーション部 

〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

TEL 03-6865-3002 (直通) 

 

以 上 
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(ご参考)2022年4月1日以降の取締役および執行役員 

 

1. 取締役(監査等委員を除く。)(10名) 

 役位 備考 

川部 誠治 代表取締役会長  

柳井 隆博 代表取締役*  

西浦 完司 代表取締役*  

安栄 香純 取締役*  

井上 悟志 取締役*  

佐藤 晴彦 取締役*  

中田 裕康 取締役(社外取締役) 
東京大学名誉教授 

一橋大学名誉教授 

渡邊 剛 取締役(社外取締役) 
エムエスティ保険サービス株式会社 

代表取締役会長 

鴨脚 光眞 取締役(社外取締役) 三菱商事株式会社 常勤顧問 

佐々木 百合 取締役(社外取締役) 明治学院大学経済学部教授 

*執行役員を兼務する取締役 

 

2. 取締役(監査等委員)(5名) 

 役位 備考 

木住野 誠一郎 取締役(監査等委員)  

三明 秀二 取締役(監査等委員)  

箕浦 輝幸 取締役(監査等委員)(社外取締役)  

平岩 孝一郎 取締役(監査等委員)(社外取締役) 
株式会社ドリームエステート東京 

代表取締役 

金子 裕子 取締役(監査等委員)(社外取締役) 早稲田大学大学院会計研究科教授 

 

3. 執行役員(32名。内5名は取締役が兼務) 

 役位 担当・委嘱 

柳井 隆博 社長執行役員  

西浦 完司 副社長執行役員 業務全般 

安栄 香純 副社長執行役員 カスタマーソリューションユニット 

久井 大樹 副社長執行役員 
コーポレートセンター全般 

海外地域ユニット 

野々口 剛 専務執行役員 
人事本部長 

リスクマネジメント本部 副本部長 

井上 悟志 専務執行役員 財務・経理本部長 

竹田 真史 専務執行役員 エンゲージメント本部長 

竹本 雅雄 専務執行役員 カスタマーソリューションユニット 法人営業本部長 

濱本 晃 専務執行役員 監査部担当 

大橋 芳和 常務執行役員 海外地域ユニット 欧州地域本部長 

別表 
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松室 尚樹 常務執行役員 監査等委員会室長 

村本 修 常務執行役員 
航空事業本部長 

JSA International Holdings, L.P. 会長 

塩澤 広宣 常務執行役員 
カスタマーソリューションユニット ヘルスケア営業本部長 

セクター第二営業部長委嘱 

沢田 邦裕 常務執行役員 
環境エネルギー・インフラ事業本部 副本部長 

(インフラ事業部担当) 

岡久 靖 常務執行役員 不動産事業本部長 

竹内 和彦 常務執行役員 企画部長 兼 統合統括部部長委嘱 

田中 紳司 常務執行役員 

リスクマネジメント本部長 

CCMO 

CCO 

CISO 

審査本部 副本部長 

中井 健夫 常務執行役員 
カスタマーソリューションユニット 東日本エリア営業本部長  

兼 マシナリー営業本部長 

浜﨑 一紀 常務執行役員 

海外地域ユニット 中国地域本部長 

Mitsubishi HC Capital Management (China) Limited 

Director Chairman 

Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) Limited 

Director Chairman 

廣田 泰行 常務執行役員 

海外地域ユニット 海外統括本部長(共同本部長)  

兼 ASEAN地域本部長 

Mitsubishi HC Capital Asia Pacific Pte. Ltd.  

CEO & Managing Director 

丸山 由紀夫 常務執行役員 カスタマーソリューションユニット 西日本エリア営業本部長 

荻内 淳司 常務執行役員 環境エネルギー・インフラ事業本部長 

考藤 厚義 常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット 営業統括本部長 

(共同本部長) 

海外地域ユニット 海外統括本部長(共同本部長) 

佐藤 晴彦 常務執行役員 

経営企画本部長 

財務・経理本部 副本部長 

MHC America Holdings Corporation 会長 

Mitsubishi HC Finance America LLC 会長 

成瀬 望 常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット ライフ営業本部長 

環境エネルギー・インフラ事業本部 副本部長 

(環境エネルギー事業部、環境エネルギー営業部担当) 

松尾 秀樹 常務執行役員 IT・事務本部長 

池邉 宏之 常務執行役員 審査本部長 

石巻 尚 常務執行役員 

モビリティ事業本部長 

ロジスティクス事業本部長 

PNW Railcars, Inc. 会長 

北原 克哉 常務執行役員 
カスタマーソリューションユニット 営業統括本部長 

(共同本部長) 
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澤田 真 常務執行役員 

カスタマーソリューションユニット ベンダーソリューション営業

本部長 

三菱ＨＣビジネスリース株式会社 代表取締役 

鈴木 裕之 常務執行役員 カスタマーソリューションユニット 中部エリア営業本部長 

谷村 昌彦 常務執行役員 

海外地域ユニット 米州地域本部長 

Mitsubishi HC Capital (U.S.A.) Inc. 会長 

ENGS Holdings Inc. 会長 

Mitsubishi HC Capital America, Inc. Chairman 
 

以 上 

 


