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2018 年 10 月 23 日 

各 位 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

 

 

SMFL キャピタル株式会社吸収合併に伴う組織変更について 

 

 

三井住友ファイナンス&リース株式会社（代表取締役社長：橘 正喜、以下「SMFL」）は、

別途お知らせ（※）のとおり、2019 年 1 月 1 日に、連結子会社の SMFL キャピタル株式会

社（以下「FLC」）を吸収合併により統合する予定です。 

これに伴い、SMFL は、2019 年１月１日付で組織変更を行いますので、お知らせいたしま

す。 

（※）2018 年 10 月 23 日付「吸収合併契約とオートリース事業の吸収分割契約の締結について」 

 

１．サプライヤービジネスⅡ・キャピタルファイナンス・ベンダーファイナンス 

(1) FLC 各営業組織の承継  

SMFL と FLC の統合に伴い、FLC の営業組織等を承継し、以下営業部を設置いたしま

す。 

 

キャピタルファイナンス 

  

ベンダーファイナンス 

北日本ＣＦ営業部 北海道・東北リテール営業部 

関信越ＣＦ営業部 関信越リテール営業部 

中日本ＣＦ営業部 首都圏リテール営業第三部 

西日本ＣＦ営業部 中部リテール営業第二部 

九州ＣＦ営業部 近畿リテール営業第一部 

ソリューションＣＦ営業部 九州リテール営業部 

サービス産業ＣＦ営業部 リテールパートナー営業部 

産業工作機械ＣＦ営業部   
 

ヘルスケアＣＦ営業部   

 

 

また、上記のほか、これら営業部の事務機能を集約し、「東京ビジネスサポート第三部」

を設置いたします。 
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(2) サプライヤービジネスⅡ組織の名称変更及び FLC 営業支援組織の承継 

SMFL と FLC の統合に伴い、サプライヤービジネスⅡの８部の名称変更を実施いたしま

す。また、FLC の営業部店の管理・業務支援部署を承継し、７部・室を設置いたします。 

 

    

変更前 

  

変更後 

商品事業部 リテール事業推進部 

 
  リテールセールスサポート室 

 
リテール開発推進部 

 
リテール審査部 

商品東京第一部 首都圏リテール営業第一部 

商品東京第二部 首都圏リテール営業第二部 

商品大阪第一部 近畿リテール営業第二部 

商品大阪第二部 近畿リテール営業第三部 

商品名古屋エリア部 中部リテール営業第一部 

商品管理部 リテール債権管理第一部 

  
  リテール資産管理室 

リテール債権管理第二部 

商品事務部 リテール事務推進第一部 

 
リテール事務推進第二部 

 
リテールカスタマーサポート部 

 

２．航空船舶ビジネス 

(1) 航空機審査部の所属変更  

従来、コーポレートに所属していた「航空機審査部」を、航空船舶ビジネスに所属を変

更いたします。 

 

３．ビジネスアドバイザリー 

(1) 「MTF 推進室」の設置  

FLC で推進してきた、業務改善・問題解決・営業力強化等をサポートする付加価値提供

サービス「More Than Finance」事業の推進を目的に、「MTF 推進室」を設置いたしま

す。 



3 

 

 

(2) 「リモート・マーケティング部」の設置 

テレマーケティング、デジタル・マーケティングの企画・推進を目的に、「リモート・マ

ーケティング部」を設置いたします。 

 

(3) 「FA&S 推進部」の設置 

中堅・中小企業のお客さまへの財務提案、及びソリューション提供の強化を目的に、「Ｆ

Ａ＆Ｓ推進部」を設置いたします。 

*「ＦＡ＆Ｓ」とは、「Financial Advisory and Solutions」の略です。 

 

４．コーポレート 

(1) 「クオリティ室」の設置 

企画部の部内室として、部署横断的なプロセス改善取り組みの企画・推進を担う、「クオ

リティ室」を設置いたします。  

 

(2) 「総務部」の名称変更と「管理部」の設置 

内部管理機能の強化を目的に、「総務部」と「コンプライアンス室」を統合し、「総務コ

ンプライアンス部」に名称変更するとともに、「総務部」の管財機能を独立させ、新たに

「管理部」を設置いたします。 

 

(3) 「データアナリシス部」の設置 

リスク管理、業務推進等の強化を目的に、データ分析関連業務を担う、「データアナリシ

ス部」を設置いたします。  

  

５．コーポレートサービス 

(1) 「情報システム第一部」「情報システム第二部」の名称変更 

「情報システム第一部」を「システム企画部」に、「情報システム第二部」を「システム

開発部」に名称変更いたします。 

 

(2) 「国際システム室」、「デジタル開発室」の設置 

「システム企画部」の部内室として、海外関連システムの企画等を担当する「国際シス

テム室」と、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーション等の企画・開

発等を担当する「デジタル開発室」を設置いたします。 
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(3) 「東京ビジネスサポート第三部」の設置 

FLC より承継した取引等に関する事務・業務支援を目的に、「東京ビジネスサポート第

三部」を設置いたします。 

 

 

以 上 

 

企画部 広報ＩＲ推進室 高澤（TEL 03-5219-6334） 
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ロンドン支店

ダブリン支店

台北支店

シンガポール 審査第一部

インドネシア 審査第二部

審査第三部

ニューヨーク支店

法務部

海外現地法人 国際法務室

タイ リスク管理部

マレーシア データアナリシス部

リソース業務第一部

成都

環境エネルギー推進部

総務コンプライアンス部 リソース業務第二部

上海自由貿易試験区

環境エネルギー開発部

管理部 債権業務部

北京

香港

ＦＡ＆Ｓ推進部 経理部 事務部

広州

財務部 リソース統括部

上海

環境エネルギー事業本部

国際財務室

人事部 東京ビジネスサポート第三部

中国統括部

投融資部 人材開発室 大阪ビジネスサポート第一部

海外現地法人

ＲＭＰ推進部 ダイバーシティ推進室 大阪ビジネスサポート第二部

船舶営業室 農林水産ビジネス室 関連事業推進部 東京ビジネスサポート第一部

航空船舶管理部 デジタルイノベーション推進室 秘書室 東京ビジネスサポート第二部

中国本部

ＩＴ事業部

航空船舶営業部 リモート・マーケティング部 クオリティ室 システム開発部

トレードファイナンス部

航空機マーケティング室 事業開発部 事業提携部 事務企画部

国際業務室

航空船舶統括部 Ｏ＆Ｄ推進室 企画部 国際システム室

国際審査部

航空機審査部 ＭＴＦ推進室 広報ＩＲ推進室 デジタル開発室

国際営業部

コーポレートサービス
ヘルスケアＣＦ営業部

航空船舶事業本部 国際統括部 業務推進部 監査部 システム企画部

ソリューションＣＦ営業部 九州リテール営業部

ビジネスライン
サービス産業ＣＦ営業部 リテールパートナー営業部

産業工作機械ＣＦ営業部

航空船舶ビジネス 国際ビジネス ビジネスアドバイザリー コーポレート

南九州営業部 中日本ＣＦ営業部 首都圏リテール営業第三部

西日本ＣＦ営業部 中部リテール営業第二部

九州ＣＦ営業部 近畿リテール営業第一部

沖縄営業所 北日本ＣＦ営業部 北海道・東北リテール営業部

北九州営業部 関信越ＣＦ営業部 関信越リテール営業部

京都営業部 岡山営業部 リテールカスタマーサポート部

神戸営業部 広島営業部

四国営業部
キャピタルファイナンス ベンダーファイナンス

九州営業部

大阪東営業部 中部営業部 リテール事務推進第一部

阪和営業部 姫路営業部 リテール事務推進第二部

大阪営業部 静岡営業部 リテール資産管理室

大阪北営業部 浜松営業所 リテール債権管理第二部

埼玉営業部 北陸営業部 中部リテール営業第一部

横浜営業部 富山営業部 リテール債権管理第一部

城南営業部 新潟営業部 ヘルスケア第二部 近畿リテール営業第二部

城北営業部 甲信営業部 近畿リテール営業第三部

首都圏リテール営業第一部

大阪営業第一部 東東京営業部 北関東営業部 ヘルスケア第一部 首都圏リテール営業第二部

グローバル販売金融開発室 東京営業第四部 東京中央営業部 水戸営業部 リマシーン営業第二部 産機・情報営業部

設備インフラ営業部 リテール開発推進部

公共ビジネス推進室 東京営業第三部 新都心営業部 東北営業部 不動産管理部 リマシーン営業第一部 ミドル営業室 リテール審査部

エリア営業室 東京営業第二部 新橋営業部 北東北営業部 不動産営業第二部 電子デバイス設備部

建機営業部 リテール事業推進部

審査室 東京営業第一部 東京営業部 北海道営業部 不動産営業第一部 商業設備第二部 輸送機営業部 リテールセールスサポート室

営業統括部 コーポレートビジネスⅠ コーポレートビジネスⅡ エリアビジネス 不動産営業本部 商業設備第一部

経営会議 監査役室

ビジネスライン

法人企業ビジネス 専門ビジネス サプライヤービジネスⅠ サプライヤービジネスⅡ

2019年1月1日現在

株主総会

今回の組織変更対象部店

取締役会 監査役
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経営会議 監査役室

株主総会

取締役会 監査役

ビジネスライン

法人企業ビジネス 専門ビジネス サプライヤービジネスⅠ サプライヤービジネスⅡ

営業統括部 コーポレートビジネスⅠ コーポレートビジネスⅡ エリアビジネス 不動産営業本部 商業設備第一部 建機営業部 商品事業部

東京営業第一部 東京営業部 北海道営業部 不動産営業第一部 商業設備第二部 輸送機営業部

エリア営業室

東京営業第三部 新都心営業部 東北営業部 不動産管理部 リマシーン営業第一部

商品東京第一部審査室

東京営業第二部 新橋営業部 北東北営業部 不動産営業第二部 電子デバイス設備部 設備インフラ営業部 商品東京第二部

商品名古屋エリア部

グローバル販売金融開発室

城南営業部 新潟営業部 ヘルスケア第二部 商品管理部

公共ビジネス推進室

大阪営業第一部 東東京営業部 北関東営業部 ヘルスケア第一部

産機・情報営業部

ミドル営業室 商品大阪第一部

東京営業第四部 東京中央営業部 水戸営業部 リマシーン営業第二部 商品大阪第二部

大阪営業部 静岡営業部

大阪北営業部 浜松営業所

大阪東営業部 中部営業部

城北営業部 甲信営業部 商品事務部

埼玉営業部 北陸営業部

横浜営業部 富山営業部

四国営業部

九州営業部

沖縄営業所

北九州営業部

南九州営業部

ビジネスライン

阪和営業部 姫路営業部

京都営業部 岡山営業部

神戸営業部 広島営業部

航空船舶ビジネス 国際ビジネス ビジネスアドバイザリー コーポレート コーポレートサービス

航空船舶事業本部 国際統括部 業務推進部 監査部 情報システム第一部

航空船舶営業部

デジタルイノベーション推進室 関連事業推進部 東京ビジネスサポート第二部

国際業務室

Ｏ＆Ｄ推進室 企画部 情報システム第二部

国際審査部

航空船舶統括部

事業開発部 広報ＩＲ推進室 事務企画部

国際営業部

航空機マーケティング室

投融資部 人事部 大阪ビジネスサポート第二部

中国本部

船舶営業室

農林水産ビジネス室 事業提携部 東京ビジネスサポート第一部

トレードファイナンス部

ＲＭＰ推進部 人材開発室 事務部

中国統括部

ダイバーシティ推進室 リソース統括部

海外現地法人

環境エネルギー事業本部

航空船舶管理部 ＩＴ事業部 秘書室 大阪ビジネスサポート第一部

経理部 リソース業務第一部

香港

環境エネルギー推進部

財務部 リソース業務第二部

広州

環境エネルギー開発部

国際財務室 債権業務部

上海

総務部

成都

コンプライアンス室

上海自由貿易試験区

法務部

北京

国際法務室

ダブリン支店

台北支店

シンガポール 審査第三部

インドネシア 航空機審査部

ニューヨーク支店

ロンドン支店

海外現地法人 リスク管理部

タイ 審査第一部

マレーシア 審査第二部


