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2019年 3月 26日 

各  位 

株式会社セディナ 

 

組織改定と人事異動のお知らせ 

 

下記の通り組織改定と人事異動を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．組織改定（2019年 4月 1日付） 

（内 容） 

１．全社的な業務・事務効率化の企画・推進機能の強化等を目的に、経営企画部門に「業務効率化 

推進部」を新設する。 

２．東京・名古屋・大阪の各「アンサーセンター」の管轄をカード事業部門「お客さま満足推進部」

から業務サポート（カード）部門「カード業務管理部」へ変更する。また、「お客さま満足推進部」

は、ＣＳ推進業務を「カード事業統括部」へ移管し、発展的に解消する。 

３．ＣｘＯ制下における㈱三井住友フィナンシャルグループ所管部等との一層の連携強化を目的に、

「ＡＭＬ企画部」「特定取引管理部」の管轄を総務人事部門からコンプライアンス統括部門へ変更

する。 

  コンプライアンス統括部門「内部統制推進部」は、個人情報保護・管理業務を「コンプライアン

ス統括部」、Ｊ‐ＳＯＸ業務を「経理部」へ移管し、発展的に解消する。 

   

 

Ⅱ．役員人事 

１．取締役の退任（2019年 3月 31日付） 

島田 秀男 取締役 

拝郷 寿夫 社外取締役 

 

２．監査役の退任（2019年 6月 25日付） 

林 正志  

 

３．新任監査役候補者（2019年 6月 25日付） 

門脇 祐一  
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Ⅲ．執行役員人事 

１．新任執行役員の選任（2019年 4月 1日付） 

 （新） （現） 

奥谷 洋之 専務執行役員 三井住友カード株式会社 

造力 全史 常務執行役員 三井住友カード株式会社 

青井 宏仁 執行役員 
業務サポート（クレジット） 

担当役員補佐 

 

２．執行役員の昇進（2019年 4月 1日付） 

 （新） （現） 

山田 人史 常務執行役員 執行役員 

 

３．執行役員の担当変更（2019年 4月 1日付） 

 （新） （現） 

木村 浩司 

専務執行役員 

経営企画 担当役員 

兼 三井住友カード株式会社 

専務執行役員 

経営企画 担当役員 

千松 健太郎 
専務執行役員 

業務管理 担当役員 

専務執行役員 

カード事業 担当役員 

兼 三井住友カード株式会社 

奥谷 洋之 
専務執行役員 

経営企画部共管 
三井住友カード株式会社 

北川 博康 
専務執行役員 

システム 担当役員 

専務執行役員 

業務管理 担当役員 

城倉 隆 
専務執行役員 

カード事業 担当役員 

専務執行役員 

システム 担当役員 

造力 全史 

常務執行役員 

カード事業 副担当役員 

兼 クレジット事業 副担当役員 

三井住友カード株式会社 

今井 章夫 

常務執行役員 

クレジット事業 副担当役員 

兼 クレジット事業統括部長 

常務執行役員 

クレジット事業 副担当役員 

山田 人史 
常務執行役員 

総務人事 担当役員 

執行役員 

総務人事 担当役員 
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山田 純平 
執行役員 

カード事業 副担当役員 

執行役員 

経営企画 副担当役員 

池田 明彦 
執行役員 

カード事業 副担当役員 

執行役員 

カード事業 副担当役員 

（リテール営業担当） 

河口 博一 

執行役員 

株式会社セディナ債権回収出向 

（同社常務執行役員に就任予定） 

執行役員 

債権管理 担当役員 

兼 事務管理 担当役員 

兼 業務管理統括部長 

山本 常夫 

執行役員 

業務サポート（カード） 担当役員 

兼 カード事業統括部長 

執行役員 

業務サポート（カード） 担当役員 

兼 カード事業統括部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット 

服部 順一 

執行役員 

株式会社ＣＤプランニング出向  

兼 株式会社チケットＣＤ出向  

（同社 顧問に就任予定） 

執行役員 

業務サポート（クレジット） 

副担当役員 

植前 考応 

執行役員 

業務サポート（クレジット）担当役員 

兼 クレジット事業 副担当役員 

執行役員 

業務サポート（クレジット）担当役員 

兼 クレジット事業統括部長 

山内 尚 

執行役員 

経営企画 副担当役員 

兼 経営企画部長 

執行役員 

経営企画 副担当役員 

兼 経営企画部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット  

望月 章弘 
執行役員 

カード事業 副担当役員 

執行役員 

カード事業 副担当役員 

（ホールセール営業担当） 

青井 宏仁 

執行役員 

債権管理 担当役員 

兼 事務管理 担当役員 

兼 業務管理統括部長 

業務サポート（クレジット） 

担当役員補佐 

 

４．執行役員の退任 

 （2019年 3月 31日付）       （備考） 

鹿見 良晴 
常務執行役員 

カード事業 副担当役員 
 

（2019年 6月 25日付） 

河口 博一 
執行役員 

株式会社セディナ債権回収出向 
株式会社セディナ債権回収へ転籍予定 
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服部 順一 

執行役員 

株式会社ＣＤプランニング出向  

兼 株式会社チケットＣＤ出向 

株式会社ＣＤプランニング、 

株式会社チケットＣＤ 

代表取締役社長へ就任予定 

 

 

Ⅳ．一般人事（2019年 4月 1日付） 

 （新） （現） 

大西 功 
経営企画 担当役員補佐 

兼 業務効率化推進部長 
経営企画 担当役員補佐 

桐山 豊司 
ソリューション事業 担当役員補佐  

兼 ソリューション事業統括部長 
ソリューション事業統括部長 

木村 勝利 
債権管理 担当役員補佐 

兼 事務管理 担当役員補佐 
カード事業 担当役員補佐 

三島 達也 
業務サポート（クレジット） 

担当役員補佐 
エリアサポート部長 

半藤 真理 カード募集推進部長 カードサービス推進部長 

小柳 稔 カードファイナンス推進部長 カード事業 担当役員付部長 

神澤 満 カードサービス推進部長 お客さま満足推進部長 

山下 直紀 提携カード営業一部長 九州カード営業部長 

遠藤 聡史 九州カード営業部長  

丸尾 秀樹 福島支店長  

山本 雅之 高崎支店長  

森田 浩之 東京営業三部長 神戸支店長 

大野 聡史 岡崎支店長 福島支店長 

伊垣 進二 松本支店長 松山支店長 

水本 浩永 津支店長 兼 四日市営業所長 宮崎支店長 

黒須 伸吉 神戸支店長 山口支店長 

長谷川 裕行 金沢支店長  
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山下 重典 松山支店長 大分支店長 

丹羽 淳 高松支店長  

北原 靖士 山口支店長 高松支店長 

小松 孝典 大分支店長  

藤本 康弘 宮崎支店長  

井手 克志 鹿児島支店長 金沢支店長 

鈴村 智 オート推進部長 東京営業三部長 

新田 亨司 信用保証推進部長  

新里 栄治 

カード業務管理部長  

兼 カードセキュリティ管理部長 

兼 プロセシング受託業務センター長 

カードセキュリティ管理部長 

吉田 徹 名古屋カードセンター長  

平田 修一 名古屋アンサーセンター長 スズキプロモーションセンター長  

佐々木 篤 

エリアサポート部長  

兼 業務サポート（クレジット） 

担当役員付部長 

業務サポート（クレジット） 

担当役員付部長 

加藤 歩 東京業務センター長 ＶＦＪカスタマーセンター長 

三橋 恭枝 プロモーションセンター長 クレジットセンター長 

森本 勝彦 スズキプロモーションセンター長  

熊澤 英次 クレジットセンター長  

波多野 斉 ＶＦＪカスタマーセンター長  

鏡 一男 東京事務センター長   

舛野 直文 名古屋事務センター長  

 

以  上 


