
                                   平成 24 年 9 月 25 日 

各 位                                株式会社セディナ 

 
組織改正と人事異動のお知らせ 

 
下記の通り組織改正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．組織改正（平成 24 年 10 月 1 日付） 

（内 容）  

１．「クレジット事業本部」と「ソリューション事業本部」を統合し、「クレジット・ソリューシ

ョン事業本部」を新設する。 

２．「カード商品開発部」を新設し、新商品・サービス開発機能の強化を図る。 

３．「クレジット営業推進一部」と「クレジット営業推進二部」を統合し、「クレジット営業推進

部」を新設し、営業部店の運営管理機能を集約する。 

４．「ソーラー・リフォーム推進部」を新設し、成長分野であるソーラー・リフォーム市場におけ

る営業体制を強化する。 

 
Ⅱ．役員人事 

執行役員の担当変更（平成 24 年 9 月 28 日付） 

  （新委嘱） （現委嘱） 

常務執行役員 島田 哲雄 ソリューション事業本部長 

兼 SMBC ﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向 

ソリューション事業本部長 

 
執行役員の担当変更（平成 24 年 10 月 1 日付） 

  （新委嘱） （現委嘱） 

専務執行役員 後藤  学 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部担当 クレジット事業本部担当 

常務執行役員 松橋  禎 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 クレジット事業本部長 

常務執行役員 島田 哲雄 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 

兼 SMBC ﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向 

ソリューション事業本部長 

兼 SMBC ﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向

執行役員 山下 敏郎 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 

(東京駐在) 

クレジット営業推進二部長 

執行役員 安井 信也 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 

(名古屋駐在) 

クレジット事業本部副本部長 
兼 名古屋駐在 
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Ⅲ．一般人事（平成 24 年 10 月 1 日付） 

 （新） （現） 

古野 勝典 

ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

副本部長（九州・沖縄エリア担当） 

兼 福岡営業部長 

福岡営業部長 

岡田 剛 カード商品開発部長  

那須 裕之 
ソリューション企画部長 

兼 ソリューション営業部長 
ソリューション企画部長 

金子 和之 ソーラー・リフォーム推進部長  

戸谷 左織 クレジット営業推進部長 クレジット営業推進一部長 

平松 健二 クレジット業務管理部長  

田中 幸一 東京管理センター長 福岡管理センター長 

戸松 久 福岡管理センター長  

以 上 
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【ご参考資料】株式会社セディナ 役員一覧（平成 24 年 10 月 1 日現在） 
 

   （担当等） 

取締役会長  浜  芳樹   

取締役副会長  江幡 真史   

代表取締役社長  山下   一   

取締役   松橋   禎 常務執行役員  ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

取締役   畔栁 久哉  常務執行役員  カード事業本部長 

取締役   林  正志 常務執行役員  総務人事本部長 

取締役   木村 浩司 常務執行役員  経営企画本部長 

社外取締役   宮田 孝一   

社外取締役   中西   智   

社外取締役   荻谷   裕   

社外取締役   安藤 隆司   

常勤監査役  成井 昭臣   

常勤監査役    伊藤   賢   

社外監査役   一色 俊宏   

社外監査役   秦    明久   

 

 

以上 
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【ご参考資料】株式会社セディナ 執行役員一覧（平成 24 年 10 月 1 日現在） 
 

  （委嘱） 

専務執行役員 山元 真之 財務本部長 

専務執行役員 並木 博之 信用管理本部長 

専務執行役員 後藤  学 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部担当 

常務執行役員 島田 哲雄 
ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 

兼 SMBC ﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向 

常務執行役員 内藤 淳一 債権管理本部長 

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 謹嗣 システム本部長 

常務執行役員（取締役） 松橋   禎 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

常務執行役員（取締役） 畔栁 久哉 カード事業本部長 

常務執行役員（取締役） 林  正志 総務人事本部長 

常務執行役員 若佐 武司 カード営業本部長 

常務執行役員（取締役） 木村 浩司 経営企画本部長 

常務執行役員 鈴木 信義 内部統制本部長 

執行役員 草川 雅夫 財務本部副本部長 

執行役員 中野 貴司 カード提携営業二部長 

執行役員 佐々木 強 事務管理本部長 

執行役員 山下 敏郎 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 (東京駐在) 

執行役員 池田 明彦 カード提携営業一部長 

執行役員 安井 信也 ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部副本部長 (名古屋駐在) 

執行役員 齋藤 和之 東京営業部長 

執行役員  安藤 範保 カード提携営業三部長 

執行役員  陶山 智彦 財務本部副本部長 

執行役員  河口 博一 信用企画本部長 

執行役員  吉田  聡 経営企画部長 

 

           以 上 
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