
 

２００７年８月２４日 
各 位 
                               住 商 リ ー ス 株 式 会 社 

三井住友銀リース株式会社 
 

「三井住友ファイナンス＆リース株式会社」の 
組織、役員・部店長人事に関するお知らせ 

 
住商リース株式会社（取締役社長：山根英機）と三井住友銀リース株式会社（取締役社長：石田

浩二）は、２００７年１０月１日に両社が合併して発足する「三井住友ファイナンス＆リース 
株式会社」の組織、及び役員・部店長の人事を内定しましたので、下記の通りお知らせします。 

記 
１．組 織 

合併新会社は、銀行系リースの「財務」を切り口としたノウハウと、商社系リースの「モノ」

「商流」を切り口としたノウハウを結集・融合し、従来型のリースに留まらない取扱機種の

多様化、差別化、高付加価値化を推進することにより、高度化するマーケットニーズに的確

に応えられるハイクオリティな本邦ナンバーワンのリース会社を目指すため、以下の組織を

編成することと致しました。 

 
◇コーポレートライン 

監査役室、監査部、企画部（アライアンス推進室、関連事業推進室）、人事部（研修室）、 
経理部、リスク管理部、法務第一部、法務第二部、総務部、秘書室、財務部（信託引受室）、

業務企画部、営業推進部、国際部、業務開発部（信託業務室）、ネットリース推進部、 
審査第一部、審査第二部、審査第三部、審査第四部、債権業務第一部、債権業務第二部、 
情報システム部、事務企画部、東京ビジネスサポート第一部、東京ビジネスサポート第二部、

大阪ビジネスサポート部 
 

◇ビジネスライン 
 －コーポレートビジネスⅠ 

東京営業第一部、東京営業第二部、東京営業第三部、大阪営業第一部、大阪営業第二部 
 

 －コーポレートビジネスⅡ 
東京営業部、新橋営業部、新都心営業部、東京中央営業部、東東京営業部、城南営業部、

城北営業部、大阪営業部、大阪北営業部、大阪南営業部、大阪東営業部 
 

－機種専門ビジネスⅠ 
機械設備第一部、機械設備第二部、機械設備第三部、情報機器部（レンタル営業室）、 
電子デバイス設備部 
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－機種専門ビジネスⅡ 
東京機械第一部、東京機械第二部、大阪機械第一部、大阪機械第二部 
 

－業種専門ビジネス 
東京商業設備部、大阪商業設備部、東京医療福祉部、大阪医療福祉部 
 

－スモールビジネス 
商品事業部、商品管理部、東京第一部、東京第二部、東京第三部、東京第四部、 
大阪第一部、大阪第二部、大阪第三部、名古屋エリア部、商品事務第一部、 
商品事務第二部、東京セレクトリース部、大阪セレクトリース部 
 

－エリアビジネス 
北海道営業第一部、北海道営業第二部、東北営業第一部、東北営業第二部（北東北営業所）、

北関東営業第一部、北関東営業第二部（太田営業所）、東関東支店（水戸営業所）、 
横浜営業第一部、横浜営業第二部、新潟営業第一部、新潟営業第二部、甲信営業第一部、

甲信営業第二部、静岡営業第一部、静岡営業第二部（浜松営業所）、名古屋営業第一部、

名古屋営業第二部、北陸営業第一部、北陸営業第二部、京都営業第一部、京都営業第二部、

阪和営業第一部、阪和営業第二部、神戸営業第一部、神戸営業第二部、姫路営業第一部、

姫路営業第二部、岡山営業第一部、岡山営業第二部、広島営業第一部、広島営業第二部、

四国営業第一部、四国営業第二部（愛媛営業所）、九州営業第一部、九州営業第二部 
（北九州営業所、熊本営業所、沖縄営業所）、南九州営業第一部、南九州営業第二部 
（宮崎営業所） 
 

－ファイナンスビジネス 
ファイナンス営業部（リスクソリューション推進室）、船舶営業部、不動産営業第一部、

不動産営業第二部 
 

 －リソースビジネス 
リース資産営業部（リース資産企画室）、リース資産業務第一部、リース資産業務第二部、

リース資産業務第三部 
 

 －国際ビジネス 
国際営業部、香港現地法人、タイ現地法人、上海現地法人、広州現地法人、 
シンガポール現地法人、マレーシア現地法人 
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２．役員・部店長他 （2007 年 10 月 1 日付）   

 

（１）取締役
役職 氏名 担当業務

代表取締役会長 水上忠彦
代表取締役社長 石田浩二 監査担当

代表取締役副社長執行役員 大井耐三 
業務企画・営業推進担当、コーポレート
ビジネスⅠ(東京)・コーポレートビジネス
Ⅱ(東京)・スモールビジネス担当

代表取締役専務執行役員 田中　稔
経理・財務・情報システム・事務企画・ビジネス
サポート担当、エリアビジネス(東日本)担当

取締役専務執行役員 小寺徳久
業務開発・ネットリース推進担当、
機種専門ビジネスⅠ・ファイナンスビジネス・
リソースビジネス担当

取締役専務執行役員 北元保文 企画・国際担当、国際ビジネス担当

取締役専務執行役員 宮内裕通 
人事・総務・秘書担当、コーポレート
ビジネスⅠ(大阪)・コーポレートビジネス
Ⅱ(大阪)・エリアビジネス（西日本）担当

取締役専務執行役員 岡本隆明 リスク管理・法務・審査・債権業務担当

取締役専務執行役員 岡本　隆
機種専門ビジネスⅠ･機種専門ビジネスⅡ・
業種専門ビジネス担当

取締役（社外） 國部　毅
（三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役兼
　三井住友銀行常務執行役員）

取締役（社外） 島崎憲明 （住友商事代表取締役副社長執行役員）

（２）執行役員（取締役兼務執行役員を除く）

役職 氏名 担当業務
常務執行役員 小谷次彦 情報システム部長
常務執行役員 加藤豊久 コーポレートビジネスⅠ(東京)担当補佐
常務執行役員 藤田　忠  財務部長、信託引受室長

常務執行役員 中村周平 
コーポレートビジネスⅡ(東京)・機種専門
ビジネスⅠ・業種専門ビジネス(東京)・
エリアビジネス(東日本)担当補佐

常務執行役員 中西茂雄 人事・総務・秘書担当補佐

常務執行役員 小嶋　運
機種専門ビジネスⅡ(東京)・エリアビジネス
(東日本)・リソースビジネス担当補佐

常務執行役員 土橋康久 ファイナンスビジネス担当補佐

常務執行役員 保木口久雄
機種専門ビジネスⅡ(大阪)・エリアビジネス
(西日本)担当補佐

常務執行役員 清水義克 財務・事務企画・ビジネスサポート担当補佐
常務執行役員 手島文雄 審査・債権業務担当補佐

常務執行役員 吉田了三  

業務開発・ネットリース推進担当補佐、
コーポレートビジネスⅠ(大阪)・コーポレート
ビジネスⅡ(大阪)・業種専門ビジネス(大阪)、
エリアビジネス(西日本)担当補佐
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役職 氏名 担当業務
執行役員 石田澄雄 審査第三部長
執行役員 有馬宏昌 商品事業部長
執行役員 細川啓一郎 大阪営業第一部長
執行役員 菊地義行 監査部長
執行役員 矢野雅之 東京営業第一部長
執行役員 松下辰雄 債権業務第二部長
執行役員 稲田正俊 法務担当補佐、総務部長、秘書室長
執行役員 阪田憲司 経理部長
執行役員 松林正憲 企画・業務企画・営業推進担当補佐
執行役員 川口忠久 東京機械第一部長

（３）理事
役職 氏名 担当業務

理事 猪原弘之 企画担当補佐
理事 土山和寛 人事部長
理事 山邊隆義 経理部共同部長
理事 稲村公一 法務第一部長
理事 大森昭久 法務第二部長
理事 吉田能明 国際部長
理事 田代　裕 審査第二部長
理事 幸田隆司 審査第四部長
理事 河本　昭 機械設備第一部長
理事 本間和明 機械設備第三部長
理事 加藤光一 情報機器部長
理事 西河哲也 電子デバイス設備部長
理事 神木　務 東北営業第二部長
理事 小林謙一郎 名古屋営業第一部長
理事 内田文男 名古屋営業第二部長
理事 田路　学 九州営業第二部長、沖縄営業所長
理事 松本正治 ＳＭＦＬインベストメント（株）社長
理事 松本一夫 ファイナンスビジネス担当補佐
理事 吉見　出 リース資産営業部長、リース資産企画室長
理事 岩井素夫 リース資産業務第一部長
理事 船瀬憲二 （株）ジャストイン・レンテック社長

 

（４）部長他
組織名 部室店所長

監査役室長 栗崎圭一
企画部長兼アライアンス推進室長 平床幸夫
関連事業推進室長 房本博之
人事部共同部長兼研修室長 有田　均
リスク管理部長 細川　学
財務部共同部長 五十嵐圭一
業務企画部長 倉岡朝通
営業推進部長 猪坂幸司
業務開発部長 伊藤　実
信託業務室長 石井英治
ネットリース推進部長 平　和道
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債権業務第一部長 堅田敏彦
情報システム部共同部長 森　和良
事務企画部長 大谷俊二
東京ビジネスサポート第一部長 小沢直樹
東京ビジネスサポート第二部長 亀井　修
大阪ビジネスサポート部長 田口真佐夫
東京営業第二部長 本田悦司
東京営業第三部長 西槇隆至
大阪営業第二部長 小西直樹
東京営業部長 吉原郁司
新橋営業部長 栗本誠二
新都心営業部長 寺田達朗
東京中央営業部長 原田浩次
東東京営業部長 横田　勝
城南営業部長 水野　誠
城北営業部長 一瀬隆治
大阪営業部長 西川　茂
大阪北営業部長 島崎武始
大阪南営業部長 菅野　武
大阪東営業部長 西崎勝幸
機械設備第二部長 八瀬浩一朗
レンタル営業室長 山本敏雄
東京機械第二部長 早川浩樹
大阪機械第一部長 海老原良宜
大阪機械第二部長 橋本恵市
東京商業設備部長 佐伯建治
大阪商業設備部長 川崎武良
東京医療福祉部長 勝又祥行
大阪医療福祉部長 船井正浩
商品事業部商品管理部長 水谷育雄
商品事業部東京第一部長 中島郁生
商品事業部東京第二部長 金井新司
商品事業部東京第三部長 東　孝二
商品事業部東京第四部長 柳沢昌宏
商品事業部大阪第一部長 松木理彦
商品事業部大阪第二部長 江藤正一
商品事業部大阪第三部長 渡部俊一
商品事業部名古屋エリア部長 島　宜孝
商品事業部商品事務第一部長 春山謙治
商品事業部商品事務第二部長 葛山利秋
東京セレクトリース部長兼大阪セレクトリース部長 森下　智
北海道営業第一部長 杉本裕志
北海道営業第二部長 中島　浩
東北営業第一部長 関根　健
北東北営業所長 久本伸治
北関東営業第一部長 平沢俊一
北関東営業第二部長 松本安隆
太田営業所長 江川　誠
東関東支店長 小川　明
水戸営業所長 浅海　浩
横浜営業第一部長 上山耕司
横浜営業第二部長 藤本　正

組織名 部室店所長
審査第一部長 羽鳥　徹
審査第四部共同部長 山本泰功
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組織名 部室店所長
新潟営業第一部長 岡　保年
新潟営業第二部長 門田宏一
甲信営業第一部長 西浦　聡
甲信営業第二部長 坂井圭二
静岡営業第一部長 溝端信二
静岡営業第二部長 豊嶋岳人
浜松営業所長 水口博司
北陸営業第一部長 下田尚弘
北陸営業第二部長 田宮栄一
京都営業第一部長 織田　斉
京都営業第二部長 下鋪清紀
阪和営業第一部長 高橋　均
阪和営業第二部長 久保田　裕
神戸営業第一部長 前田浩志
神戸営業第二部長 古川　浩
姫路営業第一部長 宮原　仁
姫路営業第二部長 一志洋文
岡山営業第一部長 中原一晃
岡山営業第二部長 上野康彦
広島営業第一部長 児玉　稔
広島営業第二部長 菅沢照彦
四国営業第一部長 田渕晃生
四国営業第二部長 遠藤正人
愛媛営業所長 東　研悟
九州営業第一部長 葉山善生
北九州営業所長 山本　均
熊本営業所長 有泉　賢
南九州営業第一部長 松田栄樹
南九州営業第二部長 池永貴俊
宮崎営業所長 来田悌三
ファイナンス営業部長 大竹伸彦
リスクソリューション推進室長 伊勢祐司
船舶営業部長 橋口裕輔
不動産営業第一部長 永峰賢二
不動産営業第二部長 忍田　治
リース資産業務第二部長 猪野充敏
リース資産業務第三部長 戎谷　哲
国際営業部長 高山正彦

 
以  上 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

住商リース  業務企画部 松林 TEL:03-3515-1906 
三井住友銀リース 企画部 平床 TEL:03-5404-2301 
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