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                                 平成 28 年 3月 14 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（平成 28年 4 月 1 日付） 

（内 容） 

変化する経営環境やお客さまのニーズへの対応力を高め、より付加価値の高い商品・サービスを提

供することを目的に、組織体制と組織編成からなる組織改定を行う。 

（組織体制の改定） 

お客さま対応力強化を狙いとして、 

   （１）法人・個人のお客さまを軸とした三事業一体の営業推進を行う体制へと改編する。 

   （２）お客さま重視のミドルバック部門へ役割・位置づけを改編する。 

   （３）安定的な営業活動を行うべく、内部管理体制を一層強化する。 

（組織編成の改定） 

 スピーディーでフレキシブルな運営を狙いとして、 

   （１）本部制を廃止し、担当役員制を導入する。 

   （２）部のうち特定の部には、その業務の一部を専門的に担当する「部内室」を新設する。

現行の「室（＝独立部と同格）」は、その位置づけを見直す。 

 

【営業推進】 

 ＜営業企画＞ 

1. 三事業（カード・クレジット（信販）・ソリューション（ファクタリング））の企画機能を

集約し、三事業一体となった営業の統括組織として「営業企画部」を新設する。 

2. インターネットビジネスに係る戦略の企画、推進を専担的に所管する「ネットビジネス戦

略室」を新設する。なお、同室は営業企画部の部内室とする。 

3. 加盟店に関する調査、管理、指導を所管する「加盟店管理部」を新設する。なお、同部は

営業企画部の部内部とする。 

4. 商品・サービスの企画、開発を所管する「商品・サービス開発部」を新設する。 

5. マーケティング機能の強化を目的に「マーケティングサービス部」を新設する。 

＜ホールセール営業＞ 

6. 新規提携カード開拓に関する企画、推進を所管するカード提携開発部を「提携カード開発

部」として、部内部から独立部へ変更する。 

7. 現行のカード提携営業一～三部と地域カード営業部から、カード募集業務を分離し、提携

先営業に特化する貌へ所管事項を見直し、また、カード提携営業は現行の三部体制から「提

携カード営業一・二部」の二部体制へ変更し、名古屋、大阪、九州の地域カード営業部は

部内部から独立部へ位置づけを見直す。 
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8. 現行のカード提携営業一～三部で所管している営業事務業務を一元管理する「カード営業

事務部」を新設する。 

9. 「カード加盟店営業部」は、加盟店管理機能を「加盟店管理部」へ移管し、カード加盟店

の営業に特化する。 

10. 「ソリューション営業部」を部内部から独立部へ変更し、大阪地区のファクタリング営業

を所管する「大阪ソリューション営業部」を新設する。 

11. 事業跨りの提携先・加盟店、総合決済ビジネス、 SMFG協働、大手新規先営業を所管する

「RM戦略営業部」を新設する。 

＜リテール営業＞ 

12. カード募集業務を集約し、専担的に所管する「カード募集推進部」を新設する。 

13. プロパーカード等に係る企画、推進を所管する「プロパーカード営業部」を新設する。 

【ミドルバック】 

14. 審査部の所管する加盟店審査と個別クレジット審査（一定金額以上の大口与信）を分離し、

前者を所管する「加盟店審査部」を新設、「審査部」は後者のみを所管する貌へ変更する。 

15. 債権管理企画部と債権管理業務部を統合し、「債権管理部」を新設する。 

【コーポレート】 

16. 「監査室」から「監査部」へ名称を変更する。 

17. 多様な与信形態における与信リスクを統合的に所管する組織として「統合与信企画部」を

新設する。 

18. 総務部が所管する反社対応及びマネーロンダリング防止に係る統括機能を移管し、「AML

企画部」を新設する。 

19. 人事企画部を「人事部」へ統合する。 

20. 内部統制基本方針、リスク管理基本方針の企画、異例事態対応等、コンプライアンスの統

括組織として「コンプライアンス統括部」を新設する。 

21. コンプライアンスに係るリスクをモニタリングする組織として、コンプライアンス統括部

内に「コンプライアンスモニタリング室」を新設する。 

22. お客さまの声対応に関し、お客さまからの苦情、及び法令違反等に係る対応を所管する組

織として、「お客さま相談部」を新設する。なお、同部はコンプライアンス統括部の部内部

とする。 
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Ⅱ．役員人事 

１．取締役の退任（平成 28年 3月 31日付） 

並木 博之 取締役専務執行役員 

畔栁 久哉 取締役専務執行役員 

 

２．新任取締役候補者（平成 28 年 4月 1 日就任予定） 

北川 博康 常務執行役員 

城倉 隆 常務執行役員 

  ※取締役は平成 28 年 4 月 1 日予定の臨時株主総会の承認を得て決定。 

Ⅲ．執行役員人事 

１．新任執行役員の選任（平成 28 年 4 月 1日付） 

  （新） 

クレジット・ソリューション事業本部副本部長 今井 章夫 執行役員 

東京営業一部長 服部 順一 執行役員 

大阪営業部長 真子 哲志 執行役員 

経営企画部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット 
植前 考応 執行役員 

監査室長 松本 憲昭 執行役員 

内部統制本部副本部長 山内 尚 執行役員 

 

２．執行役員の担当変更（平成 28 年 4 月 1日付） 

 （新）  （現） 

並木 博之 
専務執行役員 

株式会社セディナトータルサービス出向 
専務執行役員 信用管理本部長 

松橋 禎 
専務執行役員 ホールセール営業 

責任役員（クレジット担当） 

専務執行役員  

クレジット・ソリューション事業

本部長 

木村 浩司 専務執行役員 経営企画 担当役員 専務執行役員 経営企画本部長 

林 正志 常務執行役員 総務人事 担当役員 常務執行役員 総務人事本部長 

千松 健太郎 

常務執行役員 ホールセール営業  

責任役員（カード担当） 

兼 リテール営業 責任役員 

常務執行役員 カード事業本部 

副本部長 兼 カード営業本部長 

門脇 祐一 

常務執行役員 

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 

常務執行役員 

三井住友カード株式会社出向 



-4- 

 

橋本 謹嗣 常務執行役員 システム 担当役員 常務執行役員 システム本部長 

鈴木 信義 
常務執行役員 コンプライアンス統括  

担当役員 
常務執行役員 内部統制本部長 

中野 貴司 
常務執行役員 

株式会社セディナ債権回収出向 

常務執行役員 

カードサービス本部長 

齋藤 和之 
常務執行役員 ホールセール営業 副責任

役員（クレジット東日本・九州担当） 

常務執行役員 

クレジット・ソリューション事業

本部副本部長 

北川 博康 
常務執行役員 

業務サポート・債権管理 統括 責任役員 

常務執行役員 

経営企画本部副本部長 

城倉 隆 常務執行役員 営業企画 責任役員 
常務執行役員 

信用管理本部副本部長 

池田 明彦 
執行役員 ホールセール営業 

副責任役員（カード担当） 
執行役員 カード提携営業二部長 

本田 智康 

執行役員 ホールセール営業 副責任役員

（カード担当）兼 リテール営業 

副責任役員 兼 営業企画 副責任役員 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット 

執行役員 カード企画部長 兼 

株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジ

ット 

山田 純平 執行役員 経営企画 副担当役員 執行役員 事務管理本部副本部長 

安井 信也 
執行役員 ホールセール営業 責任役員付

（ソーラー・リフォーム推進担当） 

執行役員 

クレジット・ソリューション事業

本部副本部長 

陶山 智彦 執行役員 経営企画 担当役員付 執行役員 経営企画本部副本部長 

河口 博一 
執行役員 業務サポート（カード）  

責任役員 
執行役員 信用企画本部長 

吉田 聡 執行役員 債権管理 責任役員 執行役員 債権管理本部長 

三好 正之 執行役員 法務管理部長 執行役員 債権管理企画部長 

渡邉 聡 
執行役員 営業企画 副責任役員 

兼 営業企画部長 
執行役員 東京営業部長 

戸谷 左織 
執行役員 ホールセール営業 責任役員 

（ソリューション担当） 

執行役員 

クレジット・ソリューション事業

本部副本部長 兼 ＳＭＢＣファイ

ナンスサービス株式会社 

伊藤 賢 執行役員 事務管理 担当役員 執行役員 事務管理本部長 
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伊藤 憲司 

執行役員 営業企画 副責任役員 兼 

ホールセール営業 副責任役員（クレジッ

ト担当）兼 営業企画部付部長 

執行役員 クレジット企画部長 

菊田 真寛 
執行役員 業務サポート（クレジット） 

責任役員 

執行役員 

クレジット・ソリューション事業

本部副本部長 

山田 人史 執行役員 総務人事 副担当役員 執行役員 総務人事本部副本部長 

山本 常夫 
執行役員 リテール営業 副責任役員 

兼 カード募集推進部長 
執行役員 カード提携営業一部長 

今井 章夫 

執行役員 

ホールセール営業 副責任役員 

（クレジット担当） 

クレジット・ソリューション事業

本部副本部長 

服部 順一 
執行役員 東京営業部長 

兼 東京営業一部長 
東京営業一部長 

真子 哲志 
執行役員 ホールセール営業 副責任役員 

（クレジット西日本担当） 
大阪営業部長 

植前 考応 
執行役員 経営企画部長  

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット 

経営企画部長 兼 株式会社ＳＭＦ

Ｇカード＆クレジット 

松本 憲昭 執行役員 経理部長 監査室長 

山内 尚 執行役員 監査部長 内部統制本部副本部長 

 

３．執行役員の退任 

（平成 28 年 3 月 31日付） 

  （備考） 

専務執行役員 カード事業本部長 

兼 カード企画本部長 
畔栁 久哉  

執行役員 信用管理本部副本部長 小山 智久 三井住友カード株式会社復社 

 

（平成 28 年 6 月 22日付） 

  （備考） 

専務執行役員 株式会社セディナトー

タルサービス出向 
並木 博之 

株式会社セディナトータルサー

ビス代表取締役社長に就任予定 

常務執行役員  

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 

門脇 祐一 
株式会社ＣＤプランニング 

専務取締役に就任予定 

常務執行役員 

株式会社セディナ債権回収出向 
中野 貴司 

株式会社セディナ債権回収 

専務取締役に就任予定 
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執行役員 ホールセール営業 

責任役員付（ソーラー・リフォーム推

進担当） 

安井 信也 当社顧問に就任予定 

執行役員 経営企画 担当役員付 陶山 智彦 当社顧問に就任予定 

 

Ⅳ．一般人事（平成 28年 4 月 1 日付） 

 （新） （現） 

澤田 剛 総務人事 担当役員補佐 総務人事本部 副本部長 

栗山 淳也 システム 担当役員補佐 システム本部 副本部長 

大西 功 事務管理 担当役員補佐 事務管理本部 副本部長 

久保田 税 リテール営業 責任役員補佐 カード事業本部 副本部長 

田野 喜久夫 リテール営業 責任役員付部長 ＳＭＢＣ神戸カード営業部長 

安孫子 尚 統合与信企画部長  

北村 勝 コンプライアンス統括部長 人事企画部長 兼 人事部長 

岡野 正彦 コンプライアンスモニタリング室長  

近松 洋年 お客さま相談部長 お客様満足推進部長 

加藤 光章 人事部長  

畳 明史 総務部長  

小島 邦弘 ＡＭＬ企画部長  

深沢 淳哉 加盟店管理部長  

八巻 智 商品・サービス開発部長 ネットビジネス推進部長 

工藤 範夫 マーケティングサービス部長 事務サービス部長 

入江 邦彦 提携カード開発部長 カード商品開発部長 

毛利 弘数 提携カード営業一部長 カード提携開発部長 

田村 和彦 提携カード営業二部長 カード提携営業三部長 

真弓 直久 名古屋カード営業部長  

山下 直紀 九州カード営業部長  

宮島 範仁 カード営業事務部長  

海野 文孝 ソーラー・リフォーム推進部長  

丸野 勝久 オート推進部長 神戸支店長 

猪股 英一朗 信用保証推進部長  

古野 勝典 ＲＭ戦略営業部長 戦略営業開発部長 

桐山 豊司 大阪営業部長 オート推進部長 

松井 和彦 仙台支店長 京都支店長 
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大野 聡史 福島支店長  

荒木 崇 大宮支店長  

清水 英征 高崎支店長 山口支店長 

織田 秀生 千葉支店長  

内田 利則 松本支店長  

紺野 康弘 津支店長 兼 四日市営業所長 宮崎支店長 

山崎 隆志 京都支店長 松本支店長 

森田 浩之 神戸支店長 ソーラー・リフォーム推進部長 

井手 克志 金沢支店長  

黒須 伸吉 山口支店長  

伊垣 進二 松山支店長 高松支店長 

北原 靖士 高松支店長  

竹下 一幸 北九州支店長  

水本 浩永 宮崎支店長  

山下 重典 大分支店長  

幸村 真 ソリューション営業部長  

山田 真光 大阪ソリューション営業部長  

湯阪 雅之 プロパーカード営業部長 カード提携営業四部長 

新里 栄治 カードファイナンス推進部長 信用企画部長 

橋岡 祐輔 お客さま満足推進部長 リスク統制部長 

桂川 俊彦 名古屋アンサーセンタ－長  

杉本 裕保 
カード業務管理部長 

兼 プロセシング受託業務センター長 

ＣＲＭ推進部長 

兼 プロセシング受託業務部長 

兼 プロセシングセンター長 

後藤 徹治 加盟店審査部長  

小柳 稔 債権管理部長 債権管理業務部長 

大熊 秀隆 近畿統括管理センター長 法務管理部長 

高桑 実 九州統括管理センター長 東京管理センター長 

萩原 彰人 法務管理第二センター長  

 以 上 


