
-1- 

 

                                 平成 30 年 3月 23 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 30年 4 月 1 日付） 

（内 容） 

持続的な成長を実現する為、各事業が戦略的かつ安定的な運営を行うことを目的に、組織改定を行

う。 

（1）営業は事業毎の運営体制へ改編 

   事業毎に統括部を新設し、事業戦略に基づく、持続的な成長を意識した業務運営を企図。 

（2）ミドルバックはセンター横断的に効率化を推進する体制へ改編 

   統括部を新設し、審査・債権管理・事務のセンターにおいて、横断的に効率化を推進する業 

務運営を企図。また、各事業との連携を深めることで、事業全体の効率性向上を図る。 

（3）「事務管理」の再編 

    事務管理に係る実効性と効率性の向上を企図し、各事業及びミドルバックに「事務管理」の 

機能を移設、再編する。 

    

 ＜カード事業＞ 

１. カード事業全体の、戦略策定、計数管理、効率化推進、リスク管理、コンプライアンス対

応等の企画機能を強化する為、カード事業部門の各部署を統括する組織として、「カード

事業統括部」を新設する。 

２. 「加盟店管理部」は 2018 年 6 月の改正割販法の施行に伴うクレジットカード加盟店に対

する調査、管理、指導の強化に対応する為、カード事業へ管轄を変更する。なお、同部は

カード事業統括部の部内部とする。 

＜クレジット事業＞ 

３. クレジット事業全体の、戦略策定、計数管理、効率化推進、リスク管理、コンプライアン

ス対応等の企画機能を強化する為、クレジット事業部門の各部署を統括する組織として、

「クレジット事業統括部」を新設する。 

４. デジタル化推進の専担部署として「デジタル推進部」を新設する。 

＜ソリューション事業＞ 

５. ソリューション事業全体の、戦略策定、計数管理、効率化推進、リスク管理、コンプライ

アンス対応等の企画機能を強化する為、ソリューション事業部門の各部署を統括する組織

として、「ソリューション事業統括部」を新設する。 
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＜戦略営業開発＞ 

６. 事業横断的に総合決済、ＳＭＦＧ協働を一段と推進すべく、「ＲＭ戦略営業部」を戦略営

業開発部門へ管轄を変更し、「ＲＭ戦略開発部」に名称を変更する。 

＜業務管理＞ 

７. センター横断的な効率化に係る基本運営方針の策定や、それに基づく効率化の推進を行う

為、「業務管理統括部」を新設する。 

８. 事務企画部の一部機能と事務運営部を統合し、「事務管理部」とする。 

９. 各部店の「内部管理業務」、「営業活動」等のサポート、代行を行うことを目的として、「エ

リアサポート部」を新設する。 

 

 

 

Ⅱ．執行役員人事 

１．執行役員の昇進（平成 30年 4 月 1日付） 

 （新） （現） 

北川 博康 専務執行役員 常務執行役員 

城倉 隆 専務執行役員 常務執行役員 

本田 智康 常務執行役員 執行役員 

渡邉 聡 常務執行役員 執行役員 

今井 章夫 常務執行役員 執行役員 

 

２．新任執行役員の選任（平成 30 年 4 月 1日付） 

 （新） （現） 

水野 泰孝 執行役員 広島支店長 

髙橋 信一郎 執行役員 事務管理 担当役員補佐 

 

３．執行役員の担当変更（平成 30 年 4 月 1日付） 

 （新） （現） 

松橋 禎 
専務執行役員 

クレジット事業 担当役員 

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） 

兼 営業企画 責任役員 

千松 健太郎 

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 

専務執行役員 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 

兼 三井住友カード株式会社 
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北川 博康 
専務執行役員 

業務管理 担当役員 

常務執行役員 

業務サポート・債権管理 統括 責任役員 

城倉 隆 
専務執行役員 

システム 担当役員 

常務執行役員 

システム 担当役員 

鈴木 信義 
常務執行役員 

社長付 

常務執行役員 

コンプライアンス統括 担当役員 

鹿見 良晴 
常務執行役員 

カード事業 副担当役員 

常務執行役員 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 

本田 智康 
常務執行役員 

カード事業 副担当役員 

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 

（カード担当） 

兼 リテール営業 副責任役員 

兼 営業企画部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ 

ジット 

渡邉 聡 

常務執行役員 

クレジット事業 副担当役員 

（東日本・九州担当） 

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） 

今井 章夫 
常務執行役員 

クレジット事業 副担当役員 

執行役員 

ホールセール営業 副責任役員 

（クレジット担当） 

池田 明彦 

執行役員 

カード事業 副担当役員 

（リテール営業担当） 

執行役員 

リテール営業 副責任役員 

河口 博一 

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 

執行役員 

業務サポート（カード） 責任役員 

稲垣 幸男 
執行役員 

東京営業部長 兼 東京営業一部長 

執行役員 

クレジット推進部長 

戸谷 左織 
執行役員 

戦略営業開発 担当役員 

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） 

伊藤 賢 

執行役員 

株式会社セディナトータルサービス

出向（同社 顧問に就任予定） 

執行役員 

事務管理 担当役員 
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伊藤 憲司 
執行役員 

名古屋営業部長 

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 

菊田 真寛 
執行役員 

コンプライアンス統括 担当役員 

執行役員 

業務サポート（クレジット） 責任役員  

兼 債権管理 責任役員 

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 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ 

ジット 

執行役員 

三井住友カード株式会社出向 

服部 順一 

執行役員 

業務サポート（クレジット） 

副担当役員 

執行役員 

東京営業部長 兼 東京営業一部長 

真子 哲志 

執行役員 

クレジット事業 副担当役員 

（西日本担当） 

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） 

植前 考応 

執行役員 

業務サポート（クレジット） 

担当役員 

兼 クレジット事業統括部長 

執行役員 

経営企画部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ 

ジット 

松本 憲昭 
執行役員 

経営企画 副担当役員 

執行役員 

経理部長 

山内 尚 

執行役員 

経営企画 副担当役員 

兼 経営企画部長 

兼 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ 

ジット  

執行役員 

監査部長 

森田 秀次 
執行役員 

ＲＭ戦略開発部長 

執行役員 

名古屋営業部長 

望月 章弘 

執行役員 

カード事業 副担当役員 

（ホールセール営業担当） 

執行役員 

ホールセール営業 副責任役員 

（カード担当） 

水野 泰孝 
執行役員 

大阪営業部長 
広島支店長 

髙橋 信一郎 
執行役員 

ソリューション事業 担当役員 
事務管理 担当役員補佐 
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４．執行役員の退任（平成 30年 6 月 26日付） 

  （備考） 

常務執行役員 社長付 鈴木 信義  

執行役員 

株式会社セディナトータルサービス

出向 

伊藤 賢 
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 

 

 

 

Ⅲ．一般人事（平成 30年 4 月 1 日付） 

 （新） （現） 

大西 功 経営企画 担当役員補佐 事務管理 担当役員補佐 

藤村 範行 
カード事業 担当役員補佐 

（ホールセール営業担当） 
カード加盟店営業部長 

久保田 税 
カード事業 担当役員補佐 

（リテール営業担当） 
リテール営業 責任役員補佐 

木村 勝利 
カード事業 担当役員補佐 

（リテール営業担当） 
リテール営業 責任役員補佐 

菅原 繁雄 
業務サポート（カード） 

担当役員補佐 

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 

中村 友彦 監査部長  

島村 武志 経理部長  

橋岡 祐輔 総務部長 お客さま満足推進部長 

小島 邦弘 
ＡＭＬ企画部長 

兼 特定取引管理部長 
ＡＭＬ企画部長 

福本 英紀 カード加盟店営業部長  

神澤 満 お客さま満足推進部長  

莨谷 健 デジタル推進部長  

惠木 孝夫 クレジット推進部長 横浜営業部長 
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白山 利和 東京営業二部長 宇都宮支店長 

萩原 隆功 横浜営業部長 新潟支店長 

花井 靖紀 福岡営業部長 東京営業二部長 

辻井 謙一 青森支店長  

牧野 宏哉 大宮支店長  

上田 義憲 宇都宮支店長 姫路支店長 

石井 信弘 新潟支店長 青森支店長 

熊谷 耕志 姫路支店長  

藤谷 健児 広島支店長 岡山支店長 

宮武 克年 岡山支店長 長崎支店長 

山田 康夫 徳島支店長  

伊藤 健也 山陰支店長  

三浦 伸一 長崎支店長  

桐山 豊司 ソリューション事業統括部長 大阪営業部長 

小林 知子 
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 
 

新里 栄治 カードセキュリティ管理部長  

渡辺 達也 
東京セキュリティ・オーソリセンター

長 
 

大熊 秀隆 
関東管理センター長  

兼 法務管理センター長 
法務管理センター長 

高桑 実 名古屋管理センター長 九州統括管理センター長 

村上 隆宏 九州統括管理センター長  
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井上 竜一 名古屋業務センター長  

三島 達也 エリアサポート部長 事務指導部長 

樋口 慎治 事務管理部長 東京事務センター長 

徳田 雪絵 東京事務センター長  

 

 以 上 

 


