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合併新会社・株式会社セディナの組織編制と執行役員人事について 

 

当社は、平成 21 年 4 月 1 日に株式会社セントラルファイナンス（代表取締役社長：土川立夫、

以下「ＣＦ」）および株式会社クオーク（代表取締役社長：仁瓶眞平、以下「ＱＱ」）と、当社を

存続会社として合併し、株式会社セディナ（代表取締役社長：舟橋裕道）として新たにスタート

します。 

これに伴い、新会社セディナの組織編制とあわせて執行役員の選任と担当委嘱を下記のとおり

内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、正式な機関決定は本年 4 月 1 日開催の株式会社セディナ取締役会での決議となります。 

 

記 

 
Ⅰ．株式会社セディナ組織編制 
【実施日】 

合併効力発生日（2009 年 4 月 1日予定） 

【主旨】 

 合併契約書（2008 年 9 月 29 日取締役会決議済み、および同年 12 月 11 日合併承認株主総会承

認済み）に基づき、株式会社セディナの組織は、以下の目的を実現するために、２事業統括担

当、１７統括本部・本部、１０事業部・室、８３部とする。 

(1) 各社の強みを最大限活かした営業力の強化・充実 

(2) 業務効率・品質の低下によるお客様への不利益発生リスクの排除 

(3) コーポレートガバナンスの整備とＣＳＲ経営の推進 
【内容】 

１． 営業部門 

営業部門は、２事業統括担当+８統括本部・本部制とし、「カード企画本部（１事業部+６部）」

「カード開発本部（２事業部+９部）」「カード推進本部（３事業部+１１部）」「クレジット

事業本部（４部）」「ソリューション事業本部（４部）」「営業統括本部（1 部）」「支店営業本

部（３事業部+１０部）」「戦略営業本部（２部）」を設置する。 



 
２．信用管理部門 

  信用管理部門は３統括本部・本部制とし、「信用管理統括本部」「会員管理本部（５部）」「債

権管理本部（５部）」を設置する。 

 
３．コーポレート部門 

コーポレート部門は、６統括本部+１室制とし、「経営企画統括本部（７部）」「財務統括本

部（3 部）」「人事統括本部（４部）」「事務システム統括本部（３部）」「内部統制統括本部（３

部）」「総務統括本部（４部）」「監査室（２部）」を設置する。 

 
Ⅱ．執行役員の選任と職務委嘱（2009 年 4 月 1日付） 

 
〔氏  名〕 〔 新   職 〕 〔 現    職 〕 

   
 成合 敏治 取締役 専務執行役員 

総務、内部統制担当 
当社 専務取締役 内部統制担当、 
   ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 兼 渉外担当 
   専務執行役員 内部統制本部長 

   
※赤塚 憲昭 取締役 専務執行役員 

名古屋駐在 
ＣＦ  代表取締役 専務執行役員 
   経営企画部、経理部、総務部担任 

   
 山元 真之 取締役 専務執行役員 

経営企画統括本部長 
当社 専務取締役 専務執行役員 

経営企画本部長（CFO） 
   

※安島 行雄 取締役 専務執行役員 
営業統括本部長 

ＣＦ  代表取締役 専務執行役員 
   営業本部長 

   
 並木 博之 取締役 専務執行役員 

信用管理統括本部長 
当社 常務取締役 常務執行役員 

信用管理本部長 
   

※渕岡  彰 取締役 専務執行役員 
人事統括本部長 

QQ   取締役 常務執行役員 
   企画部、財務企画部、 

人事部担当 
   

※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 

ＣＦ  取締役 執行役員 
   営業統括部長 兼 営業企画部長 兼
   営業推進部長 兼 営業開発部長 

   
 林  正志 取締役 執行役員 

総務統括本部副本部長 
当社 取締役 執行役員 

経営企画本部副本部長 
   

※小幡 浩之 取締役 執行役員 
経営企画統括本部副本部長 

ＣＦ  取締役 執行役員 
   経営企画部長 

 
 
 



〔氏  名〕 〔 新   職 〕 〔 現    職 〕 
 
※新美 初雄 常務執行役員 

クレジット事業本部長 
ＣＦ  常務執行役員 

クレジット事業部長 
   

 山下 政和 常務執行役員 
内部統制統括本部長 

当社 常務執行役員 
業務管理本部長 

   
※島田 哲雄 常務執行役員 

ソリューション事業本部長 
QQ 常務執行役員 
   営業統括部、営業開発部、営業 

推進部、オート営業部、ソリュ 
ーション統括部、ソリューション営

業部、クーポン営業部担当 
   

※大澤 幸二 常務執行役員 
財務統括本部長 

ＣＦ 常務執行役員 
   財務部担任 

   
 内藤 淳一 常務執行役員 

債権管理本部長 
当社 常務執行役員 

営業開発本部長（CBO） 
   

※土岡 将芳 常務執行役員 
会員管理本部長 

QQ   執行役員 
   信用リスク管理部長 

   
※小林  睦 常務執行役員 

総務統括本部長 
ＣＦ  常務執行役員 
   人事部、コンプライアンス統括部、

   リスク統括部担任 
   

 舞弓 武男 常務執行役員 
カード推進本部長 

当社 常務執行役員 
営業推進本部長 

   
※黒木 豊彦 常務執行役員 

カード開発本部長 
ＣＦ  取締役常務執行役員 
   カード事業部長 

   
 久保 雄二 常務執行役員 

戦略営業本部長 
当社 執行役員 

営業開発本部副本部長 兼  
市場開発担当 

   
※後藤  学 常務執行役員 

支店営業本部長 
ＣＦ  常務執行役員 
   東京統括部長 

   
 門脇 祐一 常務執行役員 

カード企画本部長 
当社 執行役員 

営業開発本部副本部長 
   

※若旅 義朗 常務執行役員 
事務システム統括本部長 

ＣＦ  執行役員 
   システム開発部・事務管理部担任、

   システム開発部長 
 
 
 
 

  



〔氏  名〕 〔 新   職 〕 〔 現    職 〕 
   

 池田 憲男 執行役員 
ソリューション事業本部副本部長 

当社 執行役員 
営業推進本部副本部長 兼 
西日本営業統括部長 

   
※赤地  進 執行役員 

本店総務部長 
ＣＦ  執行役員 
   総務部長 

   
※根本  誠 執行役員 

人事部長 
QQ   執行役員 

人事部長 
   

※草川 雅夫 執行役員 
財務統括本部副本部長 

当社 財務部長 

   
※神田  晋 執行役員 

カード企画本部副本部長 
ＣＦ  執行役員 
   カード推進部長 

   
※井上  清 執行役員 

監査室長 
ＱＱ  執行役員 
   本社支配人 

   
※中野 貴司 執行役員 

人事統括本部副本部長 
当社 カード営業統括部長 

   
※濵﨑 伸之 執行役員 

債権管理本部副本部長 
ＣＦ  執行役員 
   クレジット部長 

   
※五十嵐 正裕 執行役員 

ソリューション営業部長 
ＱＱ  執行役員 
   ソリューション営業部長 

   
※本田 智康 執行役員 

カード開発本部副本部長 
当社 ＣＶＣ事業統括室長 

   
※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 

ＣＦ 執行役員 
   東京企画部担任、東京企画部長 

   
※佐々木 強 執行役員 

クレジット事業本部副本部長 
ＱＱ  執行役員 
   ソリューション統括部長 

   
※山田 純平 執行役員 

会員管理本部副本部長 
当社 カスタマーサービス・リスクマネジ

メント統括部長 
   

※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 

ＣＦ  執行役員 
   海外事業開発部長 兼 戦略事業 

第一部長 
 
 

  



〔氏  名〕 〔 新   職 〕 〔 現    職 〕 
   

※山下 敏郎 執行役員 
支店営業本部副本部長 

ＱＱ  執行役員 
   営業統括部長 

   
※池田 明彦 執行役員 

経営企画統括本部副本部長 
当社 事業開発統括室長 

   
※高坂 明孝 執行役員 

カード推進本部副本部長 
ＣＦ  執行役員 
   戦略事業第二部長 

   
※中山 和雄 執行役員 

事務システム統括本部副本部長 
当社 ＩＴ統括室長 

 
（注 1）※の各氏は当社において、新たに執行役員に選任される者です。 
 

 

以  上 


