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2020年 2月 27日 

 

各位 

 

 

ＪＡ三井リース株式会社 

 

機構改組及び人事異動のお知らせ 

 

当社は下記のとおり機構改組及び人事異動を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改組 

2020年 4月 1日付 

【機能部門】 

(1) 経営企画部 

・ 経営企画室を企画室に改称する。 

 

(2) 総合企画部（新設）、営業企画部（廃止） 

・ 総合企画部を新設する。  

・ 経営企画部連結経営統括室、営業企画部の各室およびシステムイノベーション

部営業システム室を総合企画部へ移管し、総合企画室（新設）、営業統括室（営

業企画室を改称）、関係会社統括室（連結経営統括室を改称）、海外営業統括室、

営業戦略室（営業推進室を改称）、デジタル推進室（営業システム室を改称）

に再編する。 

・ 営業企画部を廃止する。 

 

(3) コンプライアンス統括部 

・ コンプライアンス管理室をコンプライアンス統括室に統合する。 

 

(4) 審査部、債権管理部（廃止） 

・ 審査企画室を審査室に統合する。 

・ 債権管理部債権管理室を営業支援室に統合し、審査部に移管する。 

・ 債権管理部を廃止する。 

 

【営業部門】 

(1) 農林水産本部 

・ アグリビジネス部を食農ビジネス推進部に統合する。 
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(2) 流通産業本部 

・ 流通産業部を流通産業第一部に改称する。 

・ 自動販売機部を流通産業第二部に改称する。 

・ 生活産業部を首都圏営業本部に統合する。 

 

(3) 環境・メディカル本部（廃止） 

・ メディカルヘルスケア部を首都圏営業本部に移管する。 

・ 環境・エネルギー部をプロジェクト本部に移管し、プロジェクト開発部に改称

する。 

・ 環境・メディカル本部を廃止する。 

 

(4) グローバル営業本部（廃止） 

・ 金融事業部をプロジェクト本部に移管し、ファイナンスソリューション部に改

称する。 

・ グローバルエレクトロニクス部をＩＣＴ事業本部へ移管する。 

・ グローバル営業本部を廃止する。 

 

(5) ＩＣＴ事業本部 

・ モビリティソリューション部をプロジェクト本部に移管する。 

 

(6) プロジェクト本部（新設） 

・ プロジェクト本部を新設する。 

・ 傘下に、プロジェクト開発部、ファイナンスソリューション部、モビリティソ

リューション部を置く。 

 

(7) 首都圏営業本部（新設）、関西営業本部（新設）、東日本営業本部（新設）、西日

本営業本部（新設） 

・ エリア営業本部、関東･甲信越営業本部、関西・中四国営業本部を首都圏営業

本部、関西営業本部、東日本営業本部、西日本営業本部に再編する。 

・ エリア営業本部札幌支店を農林水産本部に移管する。 

・ 各本部傘下に以下の部支店を置く。 

① 首都圏営業本部 

首都圏営業第一部、首都圏営業第二部、メディカルヘルスケア部 

② 関西営業本部 

関西営業第一部（大阪第三部を改称）、関西営業第二部（大阪第二部を改

称）、関西メディカルヘルスケア部（大阪メディカル営業部を改称） 

③ 東日本営業本部 

盛岡支店、仙台支店、宇都宮支店、さいたま支店、長野支店、新潟支店、

金沢支店 
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④ 西日本営業本部 

名古屋支店、静岡支店、関西系統営業部（大阪第一部を改称）、高松支店、

岡山支店、広島支店 

 

 

２．執行役員の異動 

（１）新任 

2020年 4月 1日付 

氏 名 新役職 現役職 

中島 隆博 専務執行役員  

柴田 稔 執行役員  

中村 俊介 
執行役員 

プロジェクト本部長 

ＩＣＴ事業本部長 

兼 ＩＣＴ事業本部 

モビリティソリューション部長 

越水 昇一 
執行役員 

総合企画部副部長 

営業企画部 副部長 

兼 営業企画部 海外営業統括室長 

兼 営業企画部 海外営業統括室  

マレーシア駐在員事務所長 

 

（２）異動 

2020年 4月 1日付 

氏 名 新役職 現役職 

岡田 忠明 専務執行役員 常務執行役員 

平沢 良明 常務執行役員 
執行役員 

環境・メディカル本部長 

土井 清視 常務執行役員 執行役員 

保﨑 隆行 
常務執行役員 

総合企画部長 

執行役員 

営業企画部長 
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（３）退任 

2020年 3月 31日付 

氏 名 現役職 

下平 薫夫 専務執行役員 

庄司 雅典 専務執行役員 

川瀬 浩孝 専務執行役員 

小野 武彦 執行役員 

 

 

３．人事異動 

2020年 4月 1日付 

氏 名 新役職 現役職 

末柄 琢也 

経営企画部 副部長  

兼 総合企画部 副部長  

兼 経営企画部 経営管理室長 

経営企画部 副部長  

兼 経営企画部 経営管理室長 

菅原 良美 経営企画部 副部長  

田中 利幸 経営企画部 企画室長  

前田 開平 
総合企画部 副部長  

兼 総合企画部 総合企画室長 
経営企画部 経営企画室長 

関 正人 
総合企画部 副部長  

兼 総合企画部 関係会社統括室長 
 

筒井 崇 総合企画部 営業統括室長 営業企画部 営業企画室長 

長岡 佳顕 

総合企画部 海外営業統括室長 

兼 総合企画部 海外営業統括室  

マレーシア駐在員事務所長 

関西・中四国営業本部 高松支店長 

久保田 正道 総合企画部 営業戦略室長 営業企画部 営業推進室長 
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近藤 敏晴 総合企画部 デジタル推進室長  

深井 隆弘 
コンプライアンス統括部 副部長 

兼 法務部 副部長 
 

片桐 勝定 
コンプライアンス統括部  

コンプライアンス統括室長 

コンプライアンス統括部  

コンプライアンス管理室長 

重宗 洋己 人事総務部長 
人事総務部 副部長  

兼 人事総務部 人事企画室長 

大垣 茂人 人事総務部 人事企画室長  

野村 昌弘 人事総務部 総務室長  

小川 孝之 審査部 営業支援室長 債権管理部 債権管理室長 

田中 洋二 
システムイノベーション部  

システム推進室長 
 

小畠 寛次 業務企画部 業務管理室長 
業務企画部 業務管理室長  

兼 業務企画部 営業事務室長 

中尾 健二 業務企画部 営業事務室長 
システムイノベーション部  

営業システム室長 

高瀬 裕二 

農林水産本部長  

兼 農林水産本部  

食農ビジネス推進部長 

農林水産本部 副本部長  

兼 農林水産本部  

食農ビジネス推進部長 

大谷 憲司 
農林水産本部 副本部長  

兼 農林水産本部 札幌支店長 
エリア営業本部 札幌支店長 

渡邉 宏 

流通産業本部 副本部長  

兼 流通産業本部 流通産業第一部

長 

流通産業本部 副本部長  

兼 流通産業本部 流通産業部長 

砂塚 慎一 流通産業本部 流通産業第二部長 流通産業本部 生活産業部長 

加藤 則泰 

プロジェクト本部 副本部長  

兼 プロジェクト本部  

ファイナンスソリューション部長 

台北支店長 

渡邊 理 

プロジェクト本部 副本部長  

兼 ＩＣＴ事業本部 副本部長  

兼 総合企画部 副部長 

ＩＣＴ事業本部 副本部長  

兼 グローバル営業本部 副本部長  

兼 営業企画部 副部長 
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遠山 裕文 
プロジェクト本部  

プロジェクト開発部長 

環境・メディカル本部  

環境・エネルギー部長 

杉田 剛 
プロジェクト本部  

モビリティソリューション部長 
 

黒澤 淳 

ＩＣＴ事業本部長  

兼 ＩＣＴ事業本部  

グローバルエレクトロニクス部長 

グローバル営業本部長  

兼 グローバル営業本部  

金融事業部長 

塩原 正巳 船舶・輸送本部 副本部長  

古賀 義人 首都圏営業本部長 人事総務部長 

齋藤 隆志 
首都圏営業本部  

首都圏営業第一部長 
人事総務部 総務室長 

前田 吉博 
首都圏営業本部  

首都圏営業第二部長 

関東・甲信越営業本部  

首都圏営業第二部長 

山口 剛 
首都圏営業本部  

メディカルヘルスケア部長 

環境・メディカル本部  

メディカルヘルスケア部長 

山﨑 純司 

関西営業本部長  

兼 関西営業本部  

関西メディカルヘルスケア部長 

関西・中四国営業本部長 

安田 匡宏 関西営業本部 関西営業第一部長 
関西・中四国営業本部  

大阪第三部長 

石賀 直巳 関西営業本部 関西営業第二部長 
関西・中四国営業本部  

大阪第二部長 

大隅 廣和 東日本営業本部長 関東・甲信越営業本部長 

高沼 秀明 
東日本営業本部 副本部長  

兼 東日本営業本部 仙台支店長 

エリア営業本部 副本部長  

兼 エリア営業本部 仙台支店長 

吉崎 秀行 東日本営業本部 盛岡支店長  

鈴木 麿冬 東日本営業本部 宇都宮支店長 
関東・甲信越営業本部  

宇都宮支店長 

主田 久巳 東日本営業本部 さいたま支店長 
関東・甲信越営業本部  

さいたま支店長 

渡部 亮逸 東日本営業本部 長野支店長 関東・甲信越営業本部 長野支店長 
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蘇武 秀仁 東日本営業本部 新潟支店長 関東・甲信越営業本部 新潟支店長 

田中 慎一 東日本営業本部 金沢支店長 エリア営業本部 金沢支店長 

木嶋 桂一郎 西日本営業本部長 農林水産本部長 

中尾 和則 
西日本営業本部 副本部長  

兼 西日本営業本部 広島支店長 
関西・中四国営業本部 広島支店長 

原 貴之 西日本営業本部 名古屋支店長 
関東・甲信越営業本部  

首都圏営業第一部長 

森田 崇 西日本営業本部 静岡支店長 エリア営業本部 静岡支店長 

高田 朋志 西日本営業本部 関西系統営業部長 
関西・中四国営業本部  

大阪第一部長 

刑部 勝利 西日本営業本部 高松支店長  

平井 伸幸 西日本営業本部 岡山支店長 関西・中四国営業本部 岡山支店長 

馬場 孝夫 台北支店長 
グローバル営業本部  

グローバルエレクトロニクス部長 

 

 

４．組織図 

機構改組後の組織図については、添付をご参照下さい。 

 

以上 

 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

経営企画部 広報ＩＲ室  電話：03-6775-3002 



　宇都宮支店 　茨城営業所

　新潟支店

　マレーシア駐在員事務所

　システム統括室
　システムイノベーション部

　西日本営業本部

　関西系統営業部

　東日本営業本部

　さいたま支店 　群馬営業所

　長野営業所
　長野支店

　松本営業所

　岐阜営業所

　流通産業第一部
　流通産業本部

　流通産業第二部

　神奈川営業所

　山梨営業所

　営業事務室

　営業統括室

　総合企画部
　関係会社統括室

　海外営業統括室

　営業戦略室

　デジタル推進室

　営業支援室

　産業設備第二部

　札幌支店

　三井営業本部 　三井物産営業推進部

　建設機械部

　機械本部 　産業設備第一部

　決算統括室

　システム推進室

　経理部
　グループ営業経理室

　食農ビジネス推進部

　農林水産本部 　農林水産部

　業務企画部 　業務管理室

　台北支店

　兵庫営業所

　奈良営業所

　和歌山営業所

　京都営業所

　名古屋支店
　三重営業所

　静岡支店

　富山営業所
　金沢支店

　福井営業所

　徳島営業所

　愛媛営業所　高松支店

　高知営業所

　岡山支店

　広島支店

　鳥取営業所

　島根営業所

　山口営業所

　グローバルエレクトロニクス部

　輸送機器部
　船舶・輸送本部

　船舶部

　青森営業所
　盛岡支店

　秋田営業所

　山形営業所
　仙台支店

　福島営業所

　関西メディカルヘルスケア部

　首都圏営業第一部

　首都圏営業本部 　首都圏営業第二部

　メディカルヘルスケア部

　関西営業第一部

　関西営業本部 　関西営業第二部

　

　内部監査部

　ＩＴ・メディア部

　代表取締役 社長執行役員

　ＩＣＴ事業本部 　ＩＣＴソリューション部

　プロジェクト開発部

　プロジェクト本部 　ファイナンスソリューション部

　モビリティソリューション部

　総合企画室

　企画室

　経営管理室
　経営企画部

　リスク統括室

　広報ＩＲ室

　総務室

　国内法務室
　法務部

　海外法務室

　財務企画室
　財務部

　グループ資金管理室

　コンプライアンス統括部 　コンプライアンス統括室

　人事企画室

　人事総務部 　人材開発室

　業務企画室

　審査部

　審査室

　海外審査室

組織図


