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2020年 9月 29日 

各  位 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

 

人事異動等のお知らせ 

 

下記の通り、人事異動と組織改定を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．執行役員人事 

執行役員の担当変更（2020年 10月 1日付） 

 （新） （現） 

木村 浩司 

代表取締役 副社長執行役員 

トランザクション事業本部長 

兼 経営企画部・財務管理部・業務効率

化推進部 担当 

代表取締役 副社長執行役員 

経営企画本部長 

兼 決済ソリューション事業本部長 

松橋 禎 

専務執行役員 

拠点統括本部長 

兼 クレジット事業本部 共管 

兼 カード・トランザクション事業管掌 

専務執行役員 

拠点統括本部長 

兼 クレジット事業本部 共管 

兼 カード・ソリューション事業管掌 

山田 人史 
常務執行役員 

総務部・人事部 担当 

常務執行役員 

総務人事本部長 

菊田 真寛 

常務執行役員 

カード業務サポート本部・クレジット業

務サポート本部・債権管理本部・事務管

理本部 担当 

兼 業務効率化推進部 共管 

常務執行役員 

業務管理本部長 

荘司 裕也 

常務執行役員 

カード営業戦略本部長  

兼 拠点統括本部 副本部長  

兼 カード営業統括部長 

兼 法人決済ビジネス部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 

常務執行役員 

カード営業戦略本部長  

兼 カード営業統括部長 

兼 三井住友カード株式会社 

植前 考応 
執行役員 

経営企画部・業務効率化推進部 副担当 

執行役員 

経営企画本部 副本部長 

松本 憲昭 

執行役員 

財務管理部長 

兼 三井住友カード株式会社 

執行役員 

経営企画本部 副本部長 
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山内 尚 

執行役員 

統合リスク管理部・コンプライアンス統

括部 担当 

執行役員 

コンプライアンス統括本部長 

髙橋 信一郎 
執行役員 

トランザクション事業本部 副本部長 

執行役員 

決済ソリューション事業本部 副本部長 

百留 一浩 

執行役員 

拠点統括本部 副本部長 

兼 法人決済ビジネス部長 

兼 三井住友カード株式会社 

執行役員 

拠点統括本部 副本部長  

兼 ＲＭ営業推進部長 

大西 博幸 
執行役員 

トランザクション事業本部 副本部長 

執行役員 

決済ソリューション事業本部 副本部長 

瀬戸崎 博 
執行役員 

トランザクション事業統括部長 

執行役員 

決済ソリューション事業統括部長 

 

 

Ⅱ．一般人事（2020年 10月 1日付） 

 （新） （現） 

桐山 豊司 トランザクション事業本部 副本部長 決済ソリューション事業本部 副本部長 

坂口 幸一 
システム本部 副本部長 

兼 システム開発部長 
システム本部 副本部長 

石井 健久 

総務部・人事部 担当役員補佐  

兼 総務部長  

兼 三井住友カード株式会社 

総務人事本部 副本部長 

兼 三井住友カード株式会社 

北村 勝 

統合リスク管理部・コンプライアンス

統括部 担当役員補佐  

兼 三井住友カード株式会社 

コンプライアンス統括本部 副本部長 

兼 三井住友カード株式会社 

濱坂 充宏 
カードお客さま相談室長 

兼 三井住友カード株式会社 
 

藤澤 正彦 
トランザクション業務管理部長 

兼 業務効率化推進部 付部長 

決済ソリューション業務管理部長 

兼 業務効率化推進部 付部長 

平賀 輝也 名古屋アンサーセンター長  

相原 宏行 大阪アンサーセンター長  

柳内 陽子 東京事務センター長  
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小林 和洋 
システム統括部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 
基盤システム部長 

有田 正彦 システム開発部 部付部長 システム開発一部長 

栗田 佳幸 システム開発部 部付部長 
システム開発二部長 

兼 システム開発四部 付部長 

柏木 弘 
システム開発部 部付部長 

兼 株式会社日本総合研究所 

システム開発三部長 

兼 株式会社日本総合研究所 

魚木 正 システム開発部 部付部長 システム開発四部長 

徳田 雪絵 
広報室長 

兼 三井住友カード株式会社 
広報部長 

大野 隆弘 
財務管理部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 
経営管理部長 

島村 武志 
財務管理部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 
経理部長 

土田 洋之 
財務管理部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 
財務部長 

大西 功 業務効率化推進部長 
経営企画本部 副本部長 

兼 業務効率化推進部長 

森川 禎一 業務効率化推進部 部付部長 業務管理統括部長 

土井 淳平 
統合リスク管理部長 

兼 三井住友カード株式会社 
 

神澤 満 

お客さま相談室長 

兼 カードお客さま相談室 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 

お客さま相談部長 

兼 カードお客さま相談部 部付部長 

兼 三井住友カード株式会社 

小島 邦弘 

ＡＭＬ企画室長 

兼 特定取引管理室長 

兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

兼 三井住友カード株式会社 

ＡＭＬ企画部長 

兼 特定取引管理部長 

兼 総務部 付部長 

兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

兼 三井住友カード株式会社 
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Ⅲ．組織改定（2020 年 10 月 1 日付） 

（内 容） 

ＳＭＢＣグループのキャッシュレス決済戦略の更なる進化に向けて、三井住友カードとの一体運営

を加速すべく、同日付「三井住友カードと SMBC ファイナンスサービスの組織改定について」に

基づき、以下の組織改定を行う。 

 

（１）主な本社機能の組織構成を三井住友カードと同一とすることにより、経営企画本部、総務人

事本部、コンプライアンス統括本部について本部制を廃止し、担当役員を配置する。 

（２）システム本部は、組織構成を三井住友カードと同一とする。 

（３）決済ソリューション事業本部の名称を「トランザクション事業本部」に変更する。 

（４）ミドルバックにおいて業務管理本部を廃止し、４本部に再編する。 

（５）原則、部内部は廃止し、単独部か部内室に再編する。 

 

【コーポレート】 

１． 広報部を「広報室」へ名称変更する。 

２． 経営管理部、財務部、経理部を「財務管理部」として統合する。 

３． 国際企画部を経営企画部へ統合し、発展的に解消する。 

４． 統合与信企画部を「統合リスク管理部」へ名称変更する。 

５． コンプライアンス統括部、法務部を「コンプライアンス統括部」として統合し、 

「ＡＭＬ企画室」、「特定取引管理室」、「お客さま相談室」を設置する。 

【システム本部】 

６． システム統括部、基盤システム部を「システム統括部」として統合する。 

７． システム開発一部、システム開発二部、システム開発三部、システム開発四部を 

「システム開発部」として統合する。 

【営業】 

８． カードお客さま相談部は「カードお客さま相談室」に名称変更する。 

９． ＲＭ営業推進部は「法人決済ビジネス部」に名称変更する。 

１０． 事業本部の名称変更に伴い、決済ソリューション事業統括部、決済ソリューション業務管

理部の名称を其々、「トランザクション事業統括部」、「トランザクション業務管理部」に変

更する。 

【ミドルバック】 

１１． 業務管理統括部を業務効率化推進部へ統合し、発展的に解消する。 

 

以 上 

 

 

 


