
 

 

2018 年 11 月 27 日 

 

各 位 

 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

 

役員・部店長人事のお知らせ 

 

以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

１．異動 

（2019 年 1 月 1日付） 

新 現 氏名 

専務執行役員 専務執行役員 

SMFL キャピタル㈱社長 

黒田 淳 

執行役員 執行役員 

SMFL キャピタル㈱専務 

米谷 成一 

執行役員 執行役員 

SMFL キャピタル㈱専務 

本田 悦司 

理事 

営業統括部 共同部長 

兼 業務推進部 共同部長 

兼 ＭＴＦ推進室長 

SMFL キャピタル㈱ 石倉 保志 

理事 

キャピタルファイナンス営業本部長 

SMFL キャピタル㈱ 國津 義治 

理事 

ベンダーファイナンス営業本部長 

SMFL キャピタル㈱ 横山 賢司 

理事 

首都圏リテール営業第一部長 

理事 

商品東京第一部長 

中島 浩 

企画部 クオリティ室長 

兼 企画部 部付部長 

兼 事務企画部 共同部長 

SMFL キャピタル㈱ 川名 洋平 

経理部 部付部長 

兼 ＳＭＡＳフリート㈱へ出向 

SMFL キャピタル㈱ 鈴木 昌子 

経理部 シニアスペシャリスト 

兼 ＳＭＡＳフリート㈱へ出向 

SMFL キャピタル㈱ 磯部 雅幸 

総務コンプライアンス部長 

兼 管理部長 

総務部長 針ケ谷 充啓 

 



 

 

－2－ 

 

新 現 氏名 

リスク管理部 

共同部長 

SMFL キャピタル㈱ 唐牛 雅光 

データアナリシス部長 上席調査役 

SMFL キャピタル㈱の事務に従事 

髙畠 靖史 

審査第一部  

部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 中村 伸二 

システム企画部長 

兼 国際システム室長 

情報システム第一部長 北島 靖昭 

システム企画部 デジタル開発室長 

兼 システム企画部 部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 藤原 雄 

システム開発部長 情報システム第二部長 染谷 功 

東京ビジネスサポート第三部長 SMFL キャピタル㈱ 長尾 信一 

東京ビジネスサポート第三部 

部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 三川 裕之 

リモート・マーケティング部長 

兼 ＳＭＡＳフリート㈱へ出向 

SMFL キャピタル㈱ 宮脇 健 

ＦＡ＆Ｓ推進部長 SMFL キャピタル㈱ 馳川 元良 

ＦＡ＆Ｓ推進部  

部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 野口 隆之 

営業統括部  

部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 藤田 修一 

北日本 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 有田 康秀 

関信越 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 飯野 道恵 

中日本 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 辻内 和彦 

西日本 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 矢野 光規 

九州 CF 営業部長 

兼 九州キャピタルファイナンス㈱ 

  へ出向＜同社社長＞ 

SMFL キャピタル㈱ 國井 芳行 

ソリューション CF 営業部長 SMFL キャピタル㈱ 橋本 真也 

サービス産業 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 畑山 幸司 

 



 

 

－3－ 

 

新 現 氏名 

産業工作機械 CF営業部長 SMFL キャピタル㈱ 網野 秋広 

ヘルスケア CF 営業部長 SMFL キャピタル㈱ 倉澤 宏行 

リテール事業部長 SMFL キャピタル㈱ 芥川 和正 

リテール事業部 部付部長 

兼 リテールセールスサポート室長 

SMFL キャピタル㈱ 遠藤 真司 

リテール開発部長 

兼 リテール事業部 部付部長 

商品事業部長 

兼 SMFL キャピタル㈱へ出向 

黒田 学 

リテール開発部  

部付部長 

SMFL キャピタル㈱ 村山 敦 

首都圏リテール営業第二部長 商品東京第二部長 田所 祥生 

近畿リテール営業第二部長 商品大阪第一部長 伏見 博幸 

近畿リテール営業第三部長 商品大阪第二部長 八木 勇一 

中部リテール営業第一部長 商品名古屋エリア部長 佐藤 文紀 

リテール債権管理第一部長 

兼 リテール資産管理室長 

商品管理部長 

兼 SMFL キャピタル㈱へ出向 

紺 明彦 

リテール債権管理第二部長 SMFL キャピタル㈱ 上月 孝男 

リテール事務第一部長 

兼 リテール審査部長 

商品事務部長 田口 真佐夫 

リテール事務第二部長 SMFL キャピタル㈱ 中山 浩二 

リテール事務第二部 部付部長 

兼 リテール事務第一部（大阪） 

副部長 

商品事務部（大阪）  

副部長 

安井 芳郎 

リテールカスタマーサポート部長 SMFL キャピタル㈱ 金子 孝晴 

北海道・東北リテール営業部長 SMFL キャピタル㈱ 福島 勝 

関信越リテール営業部長 SMFL キャピタル㈱ 池田 昭彦 

首都圏リテール営業第三部長 SMFL キャピタル㈱ 大谷 武司 

 



 

 

－4－ 

 

新 現 氏名 

中部リテール営業第二部長 SMFL キャピタル㈱ 黒木 孝浩 

近畿リテール営業第一部長 SMFL キャピタル㈱ 菅野 雅志 

九州リテール営業部長 SMFL キャピタル㈱ 井上 真一 

リテールパートナー営業部長 SMFL キャピタル㈱ 島岡 真澄 

上席調査役 

㈱エスシー倶楽部の事務に従事 

＜同社社長＞ 

SMFL キャピタル㈱ 高橋 英一 

 

以 上 

 

 

【お問合せ先】 企画部 広報ＩＲ推進室 片岡（TEL 03-5219-6334） 


