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2020 年 3月 13 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 

 

役員・部店長人事について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

なお、組織変更（2020 年 4 月 1 日付）につきましては、本日公表のリリース「組織変更のお知らせ」

をご参照ください。 

 

１．取締役の退任 

（2020 年 6 月 23 日付） 

氏名 新 現 

植田 祐一郎 （退任） 代表取締役 副社長執行役員 

 

２．監査役の退任 

（2020 年 6 月 23 日付） 

氏名 新 現 

細川 学 （退任） 常任監査役 

 

３．執行役員の退任 

（2020 年 3 月 31 日付） 

氏名 新 現 

木川 和之 （退任） 執行役員 

 

（2020 年 6 月 23 日付） 

氏名 新 現 

会田 南 （退任） 専務執行役員 

猪坂 幸司 （退任） 専務執行役員 
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４．新任取締役候補者    

（2020 年 6 月 23 日就任予定） 

氏名 新 現 

平床 幸夫 取締役 常務執行役員 常務執行役員 

 

５．新任監査役候補者 

（2020 年 6 月 23 日就任予定） 

氏名 新 現 

冨田 和彦 監査役 理事 

国際統括部長 

 

６．代表取締役の異動 

（2020 年 6 月 23 日付） 

氏名 新 現 

池田 剛久 代表取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 

 

７．新任執行役員 

（2020 年 4 月 1日付） 

氏名 新 現 

並木 洋一 執行役員 参与 

松村 聡 執行役員 理事 

田中 智之 執行役員 理事 

葭田 正司 執行役員 理事 

大村 尚之 執行役員 理事 

白井 貴久 執行役員 理事 

 

８．執行役員の昇格 

（2020 年 4 月 1日付） 

氏名 新 現 

寺田 達朗 専務執行役員 常務執行役員 
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氏名 新 現 

本田 悦司 常務執行役員 執行役員 

 

９．役員の担当並びに委嘱の変更 

（2020 年 4 月 1日付） 

氏名 新 現 

諸岡 礼二 代表取締役 専務執行役員 

企画部・関連事業部・財務部担当役員 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（コーポレート本部担当） 

代表取締役 専務執行役員 

財務部・総務コンプライアンス部・管

理部・法務部・リスク管理部・データ

アナリシス部担当役員、企画部担当補

佐役員 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（管理本部担当） 

村田 雄史 取締役 専務執行役員 

国際部門統括責任役員、セクター部門

統括責任補佐役員（グローバル販売金

融開発部） 

取締役 専務執行役員 

国際部門共同統括責任役員（国際統括

部・国際営業部・タイ・マレーシア・

シンガポール・インドネシア・ニュー

ヨーク） 

黒田 淳 専務執行役員 

西日本代表、ビジネスアドバイザリー

部門統括責任役員 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（新事業本部担当） 

専務執行役員 

西日本代表、人事部担当補佐役員 

西河 哲也 専務執行役員 

プロダクト部門統括責任役員、リソー

ス企画部・リソース業務第一部/第二部

担当役員 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（環境エネルギー本部共同担当） 

専務執行役員 

プロダクト部門・ビジネスアドバイザ

リー部門統括責任役員、リソース企画

部・リソース業務第一部/第二部担当役

員 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（新事業本部担当） 

平床 幸夫 常務執行役員 

秘書室・人事部・総務コンプライアン

ス部・管理部・法務部・リスク管理部・

データアナリシス部・審査第一部/第二

部/第三部・債権業務部担当役員 

常務執行役員 

人事部・審査第一部/第二部/第三部・

債権業務部担当役員 

正脇 久昌 常務執行役員 

経理部・システム企画部・システム開

発部・事務企画部・ビジネスサポート

第一部/第二部/第三部・事務部担当役

員 

常務執行役員 

秘書室・経理部・システム企画部・シ

ステム開発部・事務企画部・東京ビジ

ネスサポート第一部/第二部/第三部・

大阪ビジネスサポート第一部/第二

部・事務部担当役員 
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氏名 新 現 

海老原 良宜 常務執行役員 

セクター部門副統括責任役員・営業統

括部副担当役員、コーポレートビジネ

ス部門統括責任補佐役員 

常務執行役員 

セクター部門副統括責任役員・営業統

括部副担当役員、コーポレートビジネ

ス部門統括責任補佐役員、プロダクト

部門統括責任補佐役員（電子デバイス

設備部・リマシーン営業第一部/第二

部） 

忍田 治 常務執行役員 

コーポレートビジネス部門統括責任補

佐役員（東日本地区）、ビジネスアドバ

イザリー部門副統括責任役員 

常務執行役員 

コーポレートビジネス部門統括責任補

佐役員（コーポレートビジネスⅠ/Ⅱ

[東日本地区]）、ビジネスアドバイザリ

ー部門統括責任補佐役員 

本田 悦司 常務執行役員 

リテールリーシング部門統括責任役員 

執行役員 

リテールリーシング部門副統括責任役

員 

並木 洋一 執行役員 

システム企画部・システム開発部・事

務企画部・ビジネスサポート第一部/

第二部/第三部・事務部副担当役員、国

際部門統括責任補佐役員（システム・

事務） 

参与 

末廣 峰生 執行役員 

グローバルビジネス推進部長 

兼 グローバル販売金融開発部長 

執行役員 

国際営業部長 

原田 浩次 執行役員 

リテールリーシング部門副統括責任役

員 

執行役員 

人事部長 

高野 一郎 執行役員 

事業投資部長 

執行役員 

事業投資部長 

SMFL みらいパートナーズ㈱ 

事業投資部長 

福原 豊樹 執行役員 

プロダクト部門統括責任補佐役員（環

境エネルギー推進部・環境エネルギー

開発部） 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（環境エネルギー本部共同担当） 

執行役員 

プロダクト部門統括責任補佐役員（環

境エネルギー推進部・環境エネルギー

開発部） 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

（環境エネルギー本部担当） 

門脇 真一 執行役員 

トランスポーテーション部門副統括責

任役員 

執行役員 

航空船舶営業部長 
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氏名 新 現 

岡元 徹 執行役員 

人事部長 

SMFL みらいパートナーズ㈱執行役員 

人事部長 

執行役員 

審査第一部長 

山崎 秀之 執行役員 

不動産リース部長 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

不動産本部長 

執行役員 

不動産営業第一部長 

SMFL みらいパートナーズ㈱取締役 

不動産本部長 

松村 聡 執行役員 

人事部副担当役員、総務コンプライア

ンス部・管理部担当補佐役員 

理事 

人事部共同部長、総務コンプライアン

ス部・管理部担当補佐理事 

田中 智之 執行役員 

トランスポーテーション部門・国際部

門統括責任補佐役員（欧州駐在）、 

SMBC Aviation Capital Limited 会長 

理事 

トランスポーテーション部門統括責任

補佐理事、トランスポーテーション統

括部 部付部長 

葭田 正司 執行役員 

新都心営業部長 

理事 

新都心営業部長 

大村 尚之 執行役員 

営業推進開発部長 

SMFL みらいパートナーズ㈱執行役員 

新事業本部長 兼 営業推進開発部長 

理事 

業務推進部長 

兼 上席調査役 SMFL みらいパートナ

ーズ㈱の事務に従事 

＜新事業本部長 兼 業務推進部長＞ 

白井 貴久 執行役員 

大阪営業第一部長 

理事 

大阪営業第一部長 

 

１０．理事・部店長等の異動 

（2020 年 4 月 1日付） 

氏名 新 現 

木川 和之 顧問 

SFI リーシング㈱取締役社長 

執行役員 

河越 広道 顧問 

SMFL 信託㈱取締役社長 

顧問 

SFI リーシング㈱取締役社長 

林田 伸一 参与 顧問 

SMBC Aviation Capital Limited 会長 

中島 浩 理事 

リテールリーシング部門統括責任補佐

理事 

理事 

首都圏リテール営業第一部長 

兼 北海道・東北リテール営業部長 

冨田 和彦 理事 

国際部門統括責任補佐理事 

理事 

国際統括部長 
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氏名 新 現 

栗本 誠二 理事 

上席調査役 

SMFL ビジネスサービス㈱取締役社長 

理事 

大阪ビジネスサポート第一部長 

兼 大阪ビジネスサポート第二部長 

石倉 保志 理事 

営業推進開発部 共同部長 

理事 

営業統括部 共同部長 

兼 業務推進部 共同部長 

太斉 力 理事 

国際統括部長 

理事 

国際統括部 部付部長 

内貴 淳史 理事 

国際部門統括責任補佐理事 

国際統括部 

顧問 

芥川 和正 理事 

リテール事業部長 

リテール事業部長 

大戸 博司 理事 

上席調査役 

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 

(China) Co., Ltd.の事務に従事 

＜広州現法社長＞ 

上席調査役 

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 

(China) Co., Ltd.の事務に従事 

＜広州現法社長＞ 

黒田 圭一 理事 

東京営業第二部長 

東京営業第二部長 

羽鳥 徹 リテール審査部長 東京営業第四部長 

遠藤 正人 上席調査役 

SMFL レンタル㈱の事務に従事 

産機・情報営業部長 

長田 孝一 ビジネスサポート第二部長 東京ビジネスサポート第二部長 

鷺 正彦 航空船舶営業部長 航空船舶営業部 

副部長 

前野 竜也 リテール債権管理部長 債権業務部長 

酒井 豊文 審査第一部長 審査第二部長 

髙澤 隆 事務部長 

兼 上席調査役 

SMFL 信託㈱の事務に従事 

＜事務部長＞ 

東京ビジネスサポート第一部長 

高田 賢治 リマシーン営業第一部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜営業推進開発部＞ 

リマシーン営業第二部長 
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氏名 新 現 

檀上 岳久 リマシーン営業第二部長 輸送機営業部長 

藤田 修一 大阪南営業部 

部付部長 

営業統括部 

部付部長 

三川 裕之 ビジネスサポート第三部長 東京ビジネスサポート第三部 

部付部長 

溝端 信二 ミドル営業部長 設備インフラ営業部 ミドル営業室長 

兼 リテール事業部 副部長 

宮川 知之 輸送機営業部長 東北営業部長 

八坂 一光 管理部長 法務部長 

兼 監査役室長 

岩井 啓志 大阪営業部長 大阪北営業部長 

紺 明彦 首都圏リテール営業第一部長 リテール債権管理第一部長 

源馬 正則 債権業務部長 債権業務部 

副部長 

菅野 雅志 リテール開発部 

部付部長 

近畿リテール営業第一部長 

東 義之 法務部長 

兼 国際法務室長 

兼 監査役室長 

法務部 国際法務室長 

兼 法務部 副部長 

安井 芳郎 リテール資産管理部長 

兼 リテール債権管理部(大阪)  

部付部長 

リテール審査部長 

兼 リテール事務第一部 部付部長 

兼 リテール事務第二部 部付部長 

綱川 康一 産機・情報営業部長 京都営業部長 

中村 伸二 中部営業部 

部付部長 

審査第一部 

部付部長 

伏見 博幸 九州リテール営業部長 近畿リテール営業第二部長 

兼 中四国リテール営業部長 

村山 敦 リモート・マーケティング部 

部付部長 

リテール開発部 

部付部長 

八木 勇一 上席調査役 

㈱エスシー倶楽部の事務に従事 

＜同社取締役社長＞ 

九州リテール営業部長 
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氏名 新 現 

山本 厚 大阪北営業部長 新橋営業部長 

浅井 淳史 環境エネルギー開発部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事 

＜執行役員 環境エネルギー本部長 

兼 環境エネルギー開発部長＞ 

環境エネルギー開発部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜環境エネルギー本部長 

兼 環境エネルギー開発部長＞ 

足立 一之 グローバル販売金融開発部 

部付部長 

静岡営業部長 

鎌田 基史 商業設備第一部長 商業設備第二部 

副部長 

小林 正美 京都営業部長 広島営業部長 

中村 和司 近畿リテール営業第二部長 大阪営業部長 

那波 剛 東京営業第四部長 事業開発部長 

兼 デジタルイノベーション推進室長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜新事業本部 事業開発部長＞ 

伊藤 弘人 東東京営業部長 甲信営業部長 

影山 泰久 静岡営業部長 東東京営業部長 

北田 篤志 広島営業部長 北九州営業部長 

髙畠 靖史 企画部 

部付部長 

データアナリシス部長 

瀧澤 栄一 東北営業部長 人事部 部付部長 

兼 人材開発室長 

長尾 信一 ビジネスサポート第一部長 東京ビジネスサポート第三部長 

永瀬 真希子 新橋営業部長 東京営業部 

副部長 

宮本 憲 岡山営業部長 九州営業部 

部付部長 



 

 

－9－ 

 

氏名 新 現 

矢野 光規 北九州営業部長 大阪北営業部 

副部長 

久米 啓司 企画部 戦略企画室長 

兼 企画部 部付部長 

企画部 部付部長 

兼 事業開発部 部付部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事 

＜新事業本部 事業開発部 部付部長＞ 

滝本 智弘 審査第二部長 岡山営業部長 

原 智昭 総務コンプライアンス部長 総務コンプライアンス部 

副部長 

福島 勝 北海道・東北リテール営業部長 北海道・東北リテール営業部 

副部長 

井上 真一 近畿リテール営業第一部長 九州リテール営業部 

部付部長 

坂野 幹夫 甲信営業部長 東京営業第一部 

副部長 

姫田 貴之 中四国リテール営業部長 中四国リテール営業部 

部付部長 

野口 隆之 ＦＡ＆Ｓ推進部長 

兼 航空船舶営業部 部付部長 

ＦＡ＆Ｓ推進部 部付部長 

兼 航空船舶営業部 部付部長 

遠藤 真司 リテールパートナー営業部（東京） 

部付部長 

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 

佐藤 創 データアナリシス部長 データアナリシス部 

シニアスペシャリスト 

田所 祥生 首都圏リテール営業第二部長 首都圏リテール営業第二部長 

兼 関信越リテール営業部長 

大島 克彦 関信越リテール営業部長 水戸営業部長 

辻内 和彦 水戸営業部長 中部営業部 

副部長 

小宮 弘靖 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事 

＜コーポレート本部長 兼 企画部長＞ 

兼 関連事業部 部付部長 

上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事 

＜管理本部長 兼 管理統括部長＞ 

兼 関連事業部 部付部長 
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氏名 新 現 

引地 信一朗 事業投資部 

共同部長 

事業投資部 共同部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事 

＜新事業本部 事業投資部 共同部長＞ 

鈴木 一成 トランスポーテーション統括部 

シニアスペシャリスト 

ダブリン支店長 

兼 トランスポーテーション統括部

（ダブリン）部付部長 

兼 ロンドン支店長 

福田 智雄 ダブリン支店長 

兼 トランスポーテーション統括部

（ダブリン）部付部長 

兼 ロンドン支店長 

トランスポーテーション統括部 

部付部長 

Martyn Yorke 航空機審査部長 

兼 ロンドン支店 共同支店長 

航空機審査部長 

酒井 敦史 海運物流営業部長 航空船舶営業部 部付部長 

兼 船舶営業室長 

金谷 喜博 国際統括部 

部付部長 

航空船舶管理部長 

早坂 一行 航空船舶管理部長 トランスポーテーション統括部 

副部長 

出越 誠 国際統括部 

部付部長 

東京営業第三部 

副部長 

大塚 裕 不動産アセットファイナンス部長 不動産営業第二部長 

辻 新一 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 開発事業部長＞ 

兼 不動産リース部 部付部長 

上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 開発事業部長＞ 

兼 不動産営業第一部 部付部長 

津田 徹也 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 運用企画部長＞ 

兼 不動産リース部 部付部長 

上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 運用企画部長＞ 

兼 不動産営業第一部 部付部長 

中村 浩司 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 不動産マネジメン

ト部長＞ 

兼 不動産マネジメント部長 

上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 不動産管理部長＞ 

兼 不動産管理部長 
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氏名 新 現 

原田 圭 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 ソリューション営

業部長＞ 

兼 不動産リース部 部付部長 

上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事＜不動産本部 ソリューション営

業部長＞ 

兼 不動産営業第一部 部付部長 

高橋 英一 事務企画部 

担当部長 

上席調査役 

㈱エスシー倶楽部の事務に従事 

＜同社取締役社長＞ 

馳川 元良 ＦＡ＆Ｓ推進部 

担当部長 

ＦＡ＆Ｓ推進部長 

兼 航空船舶営業部 部付部長 

針ケ谷 充啓 総務コンプライアンス部 担当部長 

兼 管理部 担当部長 

総務コンプライアンス部長 

兼 管理部長 

宮原 仁 ビジネスサポート第一部（大阪） 

担当部長 

兼 ビジネスサポート第二部（大阪）  

担当部長 

事務部長 

兼 上席調査役 

SMFL 信託㈱の事務に従事 

＜事務部長＞ 

上月 孝男 リテール債権管理部(大阪) 

担当部長 

リテール債権管理第二部長 

高橋 均 ミドル営業部(大阪) 

担当部長 

商業設備第一部長 

雨宮 徹 リマシーン営業第一部 担当部長 

兼 リソース企画部 担当部長 

リマシーン営業第一部長 

兼 上席調査役 

SMFL みらいパートナーズ㈱の事務に

従事<事業開発部> 

池田 昭彦 営業推進開発部  

ＭＴＦ推進室 室付室長 

関信越リテール営業部 

部付部長 

黒木 孝浩 中部リテール営業部 

副部長 

中部リテール営業部 

部付部長 

 

以 上 

 

【お問合せ先】 企画部 広報ＩＲ室 片岡（TEL 03-6695-1679） 


