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2022 年 3 月 11 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（2022 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 

（2022 年 6 月 24 日付） 

氏名 新 現 

堀江 誠 （退任） 代表取締役 

会長 

諸岡 礼二 （住友商事株式会社） 代表取締役 

専務執行役員 

池田 剛久 （退任） 代表取締役 

専務執行役員 

村田 雄史 （退任） 取締役 

専務執行役員 

  ※諸岡 礼二は、2022 年 6 月 24 日付で住友商事株式会社 代表取締役専務執行役員に就任予定 

 

 

2．監査役の退任 

（2022 年 6 月 24 日付） 

氏名 新 現 

服部 進睦 （退任） 常任監査役 

伊藤 誠一郎 （退任） 監査役 

 

 

 

 



－2－ 

 

3．執行役員の退任 

（2022 年 3 月 31 日付） 

氏名 新 現 

諸岡 礼二 代表取締役 代表取締役 

専務執行役員 

城庵 卓実 （退任） 

 

執行役員 

※諸岡 礼二は、2022 年 4 月 1 日付で住友商事株式会社 専務執行役員に就任 

 

（2022 年 6 月 24 日付） 

氏名 新 現 

池田 剛久 （退任） 代表取締役 

専務執行役員 

村田 雄史 （退任） 取締役 

専務執行役員 

加藤 光一 （退任） 専務執行役員 

 

4．新任代表取締役候補者 

（2022 年 6 月 24 日就任予定） 

氏名 新 現 

岡 省一郎 代表取締役 

会長 

取締役 

黒田 淳 代表取締役 

専務執行役員 

専務執行役員 

塩見 勝 代表取締役 

専務執行役員 

（住友商事株式会社 

代表取締役常務執行役員） 

 

5．新任取締役候補者 

（2022 年 6 月 24 日就任予定） 

氏名 新 現 

石田 英二 取締役 

常務執行役員 

（住友商事株式会社 

執行役員） 

野中 紀彦 取締役 （住友商事株式会社 

常務執行役員） 
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6．新任監査役候補者 

（2022 年 6 月 24 日就任予定） 

氏名 新 現 

亀山 経一郎 常任監査役 （住友商事株式会社 

国内業務企画部長） 

村中 貴一 監査役 （株式会社三井住友フィナンシャル 

グループ） 

 

7．新任執行役員 

（2022 年 4 月 1 日付） 

氏名 新 現 

塩見 勝 専務執行役員 

※2022 年 6 月 24 日付で代表取締役に就任予定 

（住友商事株式会社 

代表取締役常務執行役員） 

石田 英二 常務執行役員 

※2022 年 6 月 24 日付で取締役に就任予定 

（住友商事株式会社 

執行役員） 

鈴木 治 執行役員 参与 

大戸 博司 執行役員 理事 

有泉 賢 執行役員 理事 

畝岡 淳 執行役員 理事 

浅井 淳史 執行役員 理事 

大塚 裕 執行役員 理事 

 

8．執行役員の昇格 

（2022 年 4 月 1 日付） 

氏名 新 現 

渡部 信一郎 専務執行役員 常務執行役員 

前井 泰弘 常務執行役員 執行役員 

岡元 徹 常務執行役員 執行役員 

山﨑 秀之 常務執行役員 執行役員 

葭田 正司 常務執行役員 執行役員 
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9．役員の担当並びに委嘱の変更 

（2022 年 4 月 1 日付） 

氏名 新 現 

村田 雄史 取締役 専務執行役員 

国際審査部担当役員 

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役員補佐 

（グローバル販売金融開発部担当） 

黒田 淳 専務執行役員 

ビジネスアドバイザリー部門統括責

任役員、営業統括部・データマネジ

メント部担当役員、デジタル担当役

員、ヤンマークレジットサービス(株)

会長 

専務執行役員 

ビジネスアドバイザリー部門統括責任

役員、データマネジメント部担当役

員、デジタル担当役員、ヤンマークレ

ジットサービス(株)会長 

塩見 勝 専務執行役員 

経理部・財務部担当役員 

－ 

関口 栄一 取締役 専務執行役員 

企画部・広報ＩＲ部・関連事業部・債

権業務部・審査第一部/第二部/第

三部担当役員 

取締役 専務執行役員 

営業統括部・審査第一部/第二部/第

三部・債権業務部担当役員、 

企画部・関連事業部担当役員補佐 

忍田 治 常務執行役員 

本店営業本部長 

兼 東日本営業本部長 

常務執行役員 

コーポレートビジネス部門統括責任役

員補佐（東日本地区担当）、 

ビジネスアドバイザリー部門副統括責

任役員 

並木 洋一 常務執行役員 

ＩＣＴ企画部・ＩＣＴ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、 

国際部門統括責任役員補佐 

常務執行役員 

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・事務部担当役員、 

国際部門統括責任役員補佐 

石田 英二 常務執行役員 

国際部門統括責任役員 

－ 

杉本 裕志 常務執行役員 

セクター部門副統括責任役員、 

リテールリーシング部門統括責任役

員補佐 

常務執行役員 

営業統括部長 

葭田 正司 常務執行役員 

京阪神・北陸営業本部長 

執行役員 

新都心営業部長 
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氏名 新 現 

福原 豊樹 執行役員 

プロダクト部門統括責任役員補佐

（環境エネルギー本部担当） 

執行役員 

プロダクト部門統括責任役員補佐（環

境エネルギー推進部・環境エネルギ

ー開発部担当） 

村上 兼士 執行役員 

企画部・広報ＩＲ部・関連事業部・リス

ク管理部副担当役員、営業統括部

担当役員補佐 

執行役員 

企画部・経理部・リスク管理部担当役

員補佐 

大村 尚之 執行役員 

ビジネスアドバイザリー部門副統括

責任役員、営業推進開発本部長 

執行役員 

営業推進開発部長 

白井 貴久 執行役員 

首都圏営業本部長 

執行役員 

大阪営業第一部長 

小林 文子 執行役員 

ＩＣＴ企画部・ＩＣＴ開発部・ビジネスサ

ポート第一部/第二部/第三部・事務

部担当役員補佐、 

事務企画部長 

執行役員 

事務企画部長 

関 俊之 執行役員 

グローバルビジネス推進部長 

兼 トレードファイナンス部長 

兼 国際業務室長 

執行役員 

トレードファイナンス部長 

兼 国際業務室長 

兼 国際統括部 部付部長 

黒田 圭一 執行役員 

東京営業第一部長 

執行役員 

東京営業第二部長 

鈴木 治 執行役員 

トランスポーテーション部門統括責任

役員補佐（トランスポーテーション事

業部担当） 

トランスポーテーション部門 

参与 

大戸 博司 執行役員 

建機営業部長 

理事 

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 

有泉 賢 執行役員 

設備インフラ営業部長 

理事 

設備インフラ営業部長 

畝岡 淳 執行役員 

トランスポーテーション事業部長 

兼 航空機マーケティング室長 

理事 

トランスポーテーション事業部長 

兼 航空機マーケティング室長 

浅井 淳史 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 

理事 

環境エネルギー開発部長 

大塚 裕 執行役員 

不動産アセットファイナンス部長 

理事 

不動産アセットファイナンス部長 
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10．理事・部店長等の異動 

（2022 年 4 月 1 日付） 

氏名 新 現 

城庵 卓実 顧問 

ＡＪＣＣ株式会社 副社長 

執行役員 

建機営業部長 

一瀬 隆治 理事 

コーポレートビジネス部門・リテールリ

ーシング部門統括責任役員補佐 

理事 

中部営業部長 

合田 律 理事 

九州営業本部長 

兼 中四国営業本部長 

理事 

コーポレートビジネス部門統括責任役

員補佐（コーポレートビジネスⅢ（西日

本地区）担当）（九州駐在） 

上席調査役 

九州キャピタルファイナンス(株)の事

務に従事＜社長＞ 

石倉 保志 理事 

ネクストビジネス開発部 共同部長 

兼 MTF 推進部 共同部長 

理事 

営業推進開発部 共同部長 

戸谷 仁 理事 

経理部・企画部担当役員補佐 

理事 

経理部長 

岩井 啓志 理事 

中部営業部長 

 

理事 

大阪営業部長 

坪田 一孝 理事 

国際審査部長 

 

国際審査部長 

竹内 丈二 理事 

新都心営業部長 

 

東京営業部長 

引地 信一朗 理事 

事業投資部長 

 

事業投資部長 

笹井 康雄 理事 

営業統括部長 

 

東京営業第一部長 

佐藤 信之 理事 

企画部長 

 

企画部長 

首藤 友彦 理事 

東京営業第三部長 

 

東京営業第三部長 

北山 貴文 理事 

大阪営業第一部長 

 

大阪南営業部長 
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氏名 新 現 

貴船 和之 理事 

電子デバイス設備部長 

兼 台北支店長 

電子デバイス設備部長 

兼 台北支店長 

内田 直美 理事 

人事部 部付部長 

兼 人材開発室長 

兼 ダイバーシティ推進室長 

人事部 部付部長 

兼 ダイバーシティ推進室長 

渡辺 孝 監査部 

担当部長 

 

設備インフラ営業部 

部付部長 

根岸 豊 企画部 部付部長 

兼 サステナビリティ推進室長 

 

人事部 人材開発室長 

兼 人事部 副部長 

石丸 資敏 経理部長 経理部 

部付部長 

 

山﨑 彰 経理部 シニアスペシャリスト 

兼 広報ＩＲ部 シニアスペシャリスト 

 

経理部 部付部長 

兼 広報ＩＲ部 部付部長 

山澤 大 リスク管理部長 リスク管理部 

部付部長 

 

芦澤 利彦 リスク管理部 部付部長 

兼 審査第三部 部付部長 

 

審査第三部 

部付部長 

今井 千彦 リスク管理部 

担当部長 

 

リスク管理部長 

中村 伸二 審査第一部 

担当部長 

 

中部営業部 

部付部長 

菅野 武 審査第二部 

業務推進役 

 

エリア営業部長 

岩名地 基宏 ＩＣＴ企画部長 

 

システム企画部長 

大橋 明 ＩＣＴ開発部長 

 

システム開発部長 

藤原 雄 ＩＣＴ開発部 デジタルラボ所長 

兼 ＩＣＴ開発部 部付部長 

 

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 

栗本 誠二 事務企画部（大阪） 

業務推進役 

上席調査役 

ＳＭＦＬビジネスサービス(株)の 

事務に従事＜社長＞ 

別所 美佳 ビジネスサポート第三部長 ビジネスサポート第三部（大阪） 

副部長 
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氏名 新 現 

三川 裕之 事務部長 

兼 上席調査役 

ＳＭＦＬ信託(株)の事務に従事 

＜事務部長＞ 

ビジネスサポート第三部長 

久保 徹 東京営業第二部長 

 

横浜営業部長 

青木 俊道 東京営業部長 

 

城南営業部長 

小幡 大輔 東京中央営業部長 

 

埼玉営業部長 

坂野 幹夫 城南営業部長 

 

甲信営業部長 

松井 隆好 埼玉営業部長 東京営業第三部 

副部長 

辻内 和彦 横浜営業部長 

 

水戸営業部長 

池田 晃 エリア営業部長 

 

東京中央営業部長 

奥山 克彦 水戸営業部長 東京営業第四部 

副部長 

大島 克彦 北関東営業部長 

 

関信越リテール営業部長 

宮本 憲 甲信営業部長 

 

岡山営業部長 

山本 厚 大阪営業部長 

 

大阪北営業部長 

田渕 晃生 大阪営業部 

部付部長 

商業設備第二部長 

矢野 光規 大阪北営業部長 

 

北九州営業部長 

横溝 康 大阪南営業部長 

 

富山営業部長 

木邨 俊哉 富山営業部長 営業推進開発部（富山） 

副部長 

杉浦 英之 岡山営業部長 営業推進開発部（名古屋） 

副部長 

吉田 真一 九州営業部長 

兼 沖縄営業所長 

兼 上席調査役 

   九州キャピタルファイナンス(株) 

   の事務に従事＜社長＞ 

九州営業部長 

兼 沖縄営業所長 

兼 上席調査役 

   九州キャピタルファイナンス(株) 

   の事務に従事 
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氏名 新 現 

崎村 孝司 北九州営業部長 広島営業部 

副部長 

藤原 公彦 輸送機営業部長 

 

北関東営業部長 

足立 一之 設備インフラ営業部 担当部長 

兼 建機営業部 担当部長 

グローバル販売金融開発部 

部付部長 

馬田 修平 ヘルスケア第一部長 

 

ヘルスケア第二部長 

西川 博明 ヘルスケア第一部 

担当部長 

ヘルスケア第一部長 

倉澤 宏行 ヘルスケア第二部長 

 

ヘルスケア第三部長 

平野 拓良 北海道・東北リテール営業部長 リテールパートナー営業第一部 

副部長 

岩本 卓也 関信越リテール営業部長 近畿リテール営業第一部 

副部長 

福島 勝 九州リテール営業部長 

 

北海道・東北リテール営業部長 

中山 浩二 リテール事務部長 

 

リテール事務部長 

兼 リテール資産管理室長 

髙畠 靖史 環境エネルギー統括室長 

兼 環境エネルギー開発部 部付部長 

兼 環境エネルギー推進部 部付部長 

企画部 

部付部長 

萩原 雅人 営業推進部長 営業推進開発部 

部付部長 

鎌田 基史 営業推進部 

部付部長 

商業設備第一部長 

伏見 博幸 ネクストビジネス開発部長 

 

九州リテール営業部長 

畑山 幸司 ＭＴＦ推進部長 営業推進開発部 ＭＴＦ推進室長 

兼 営業推進開発部 副部長 

米田 孝嗣 公共ビジネス推進部長 営業推進開発部 

公共ビジネス推進室長 

兼 営業推進開発部 副部長 

宮脇 健 リモート・マーケティング部長 

兼 ＤＸ推進部 共同部長 

リモート・マーケティング部長 

川名 洋平 ＤＸ推進部長 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 
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氏名 新 現 

高見 順一郎 航空船舶営業部長 航空船舶営業部（大阪） 

副部長 

宮川 知之 航空船舶営業部 

担当部長 

輸送機営業部長 

鷺 正彦 航空船舶営業部（福岡） 担当部長 

兼 トランスポーテーション事業部 

航空機マーケティング室（福岡） 

担当部長 

航空船舶営業部長 

岩田 正仁 トランスポーテーション事業部 

担当部長 

上席調査役 

PT. SMFL Leasing Indonesia の事務に

従事＜インドネシア現法社長＞ 

松村 祥一郎 国際統括部 部付部長 

兼 グローバルビジネス推進部 

部付部長 

国際統括部 

部付部長 

卜部 重基 国際統括部 

部付部長 

上席調査役 

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 

(Hong Kong) Ltd.の事務に従事 

＜香港現法社長＞ 

兼 香港支店長 

藤松 浩 国際統括部 

担当部長 

国際統括部 

部付部長 

松王 淳 グローバルビジネス推進部 

部付部長 

兼 国際統括部 部付部長 

国際統括部 部付部長 

兼 グローバルビジネス推進部 

部付部長 

白川 善一 上席調査役 

Shanghai Sumitomo Mitsui General 

Finance and Leasing Co., Ltd. 

Chengdu Branch の事務に従事 

＜上海現法 成都営業所長＞ 

兼 上席調査役 

Shanghai Sumitomo Mitsui General 

Finance and Leasing Co., Ltd.の事務

に従事 

＜上海現法副社長＞ 

上席調査役 

Shanghai Sumitomo Mitsui General 

Finance and Leasing Co., Ltd.の事務

に従事 

＜上海現法副社長＞ 

宮﨑 龍彌 上席調査役 

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 

(Hong Kong) Ltd.の事務に従事 

＜香港現法社長＞ 

兼 香港支店長 

上席調査役 

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 

(China) Co., Ltd.の事務に従事 

＜広州現法副社長＞ 

伊東 孝一 上席調査役 

PT. SMFL Leasing Indonesia の事務に

従事＜インドネシア現法社長＞ 

上席調査役 

Shanghai Sumitomo Mitsui General 

Finance and Leasing Co., Ltd. 

Chengdu Branch の事務に従事 

＜上海現法 成都営業所長＞ 

兼 上席調査役 

Shanghai Sumitomo Mitsui General 

Finance and Leasing Co., Ltd.の事務

に従事 

＜上海現法副社長＞ 



－11－ 

 

氏名 新 現 

山野 照久 経理部 

部付部長 

経理部 

副部長 

辻本 浩行 上席調査役 

ＳＭＦＬレンタル(株)の事務に従事 

営業推進開発部（岡山） 

副部長 

丸本 幸司 上席調査役 

ＳＭＦＬレンタル(株)の事務に従事 

兼 産機・情報営業部 部付部長 

上席調査役 

ＳＭＦＬレンタル(株)の事務に従事 

兼 産機・情報営業部 副部長 

髙澤 隆 上席調査役 

ＳＭＦＬビジネスサービス(株)の事務に

従事＜社長＞ 

事務部長 

兼 上席調査役 

   ＳＭＦＬ信託(株)の事務に従事 

   ＜事務部長＞ 

 

以 上 

 

 

【お問合せ先】 広報ＩＲ部 山本 （TEL 03-5219-6334） 

 


