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各   位 
 

会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社 
    代表者名    代表取締役会長兼社長 原口 恒和 

        （コード番号 ８５７０  東証第一部） 
問合せ先    取締役 経営管理担当 若林 秀樹 

（TEL   ０３－５２８１－２０５７） 

 

 

機構改革及び役員異動等に関するお知らせ 

 

下記のとおり４月１日付で機構改革及び取締役、執行役員および一般異動を実施しますので、  

お知らせいたします。 

記 

 

１．イオンフィナンシャルサービス㈱機構改革 
 
（１）プロセッシング･カード事業担当副社長、銀行事業担当副社長を配置する。 

（２）プロセッシング･カード事業担当の組織下にマーケティング部を新設し、ネット企画部を   

ネット事業企画部に改称し移管する。 

（３）人事総務･法務コンプライアンス担当及び機能開発･ＩＴ担当を廃止する。 

（４）経営管理担当の組織下の関連企業管理部をコントロール部に改称する。リスク管理部を同担当

の組織下に移管する。 

（５）経営企画･リスク管理担当を経営企画担当に改称し、同担当の組織下に総務部及び法務コンプ

ライアンス部及び金融情報セキュリティ推進部を移管する。 

（６）監査担当を新設し、同担当の組織下に検査部及び経営監査統括部を移管する。 

（７）システム統括部を新設する。 

（８）人事統括部の組織下に採用教育部を新設する。 

（９）総合金融事業戦略部を新設する。 

 

２．イオンフィナンシャルサービス㈱取締役異動 
 

【新 職】 【現 職】 【新 役 位】 【現 役 位】 【氏 名】 

プロセッシング･ 

カード事業担当 
－ 取締役副社長 取締役 水野 雅夫 

銀行事業担当 － 取締役副社長 取締役 森山 高光 

監査担当 
機能開発･ 

ＩＴ担当 
取締役 

＜変更なし＞ 
取締役 清永 崇司 

経営企画担当 
経営企画･ 

リスク管理担当 
取締役 

＜変更なし＞ 
取締役 弓削  裕 

－ 
人事総務･法務 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 
取締役 

＜変更なし＞ 
取締役 渡邉 廣之 

 ・水野雅夫はイオンクレジットサービス㈱代表取締役兼社長執行役員を兼務しています。 

 ・森山高光は㈱イオン銀行代表取締役社長を兼務しています。 

 ・渡邉廣之は４月１日付で㈱イオン銀行代表取締役兼専務執行役員に就任します。 

 



３．イオンクレジットサービス㈱機構改革 
 
（１）四国事業部を西日本支社に統合し、北陸信越事業部を北陸信越支社に、銀行業務・ＡＴＭ    

推進部を銀行業務推進部に改称する。カード事業部を廃止する。 

営業本部の組織下に北海道支社、東北支社、北関東支社、首都圏支社、南関東支社、北陸信越

支社、中部支社、近畿支社、西日本支社、九州支社及び銀行業務推進部を移管し、同本部の   

組織下に営業推進統括部を新設する。 

（２）営業企画部を廃止し、マーケティング統括部及び営業企画統括部を新設する。営業企画統括部

の組織下にネット推進部を移管する。 

（３）市場開発部を市場開発統括部に改称する。 

（４）ＩＴ・システム部をシステム統括部に改称し、同統括部の組織下にシステム運用部及び    

システム開発部を新設する。 

（５）業務推進部をプロセッシング事業統括部に改称する。同統括部の組織下のプロセッシング  

事業部をカードプロセス部に改称する。 

（６）経営管理本部の組織下の財務部と経理部を廃止し、財務経理統括部を新設する。人事総務部を

同本部の組織下に移管する。法務コンプライアンス部をＣＳＲ統括部に改称し、同本部の組織

下に移管する。ＣＳＲ統括部の組織下の品質管理室をリスク管理室に、個人情報保護室を  

コンプライアンス部に、法務部を法務室に、それぞれ改称する。 

 

４．イオンクレジットサービス㈱取締役異動 
 

【新 職】 【現 職】 【新 役 位】 【現 役 位】 【氏 名】 

経営管理本部長 
法務コンプライ 

アンス部長 
取締役兼執行役員 

＜変更なし＞ 
取締役兼執行役員 山田 義隆 

営業本部長 カード事業部長 
取締役兼執行役員 

＜変更なし＞ 
取締役兼執行役員 池西 孝年 

 

５．イオンクレジットサービス㈱執行役員異動 
 

【新 職】 【現 職】 【新 役 位】 【現 役 位】 【氏 名】 

市場開発 

統括部長 
市場開発部長 

執行役員 
＜変更なし＞ 

執行役員 遠藤 千春 

システム 

統括部長 

ＩＴ・システム 

部長 
執行役員 

＜変更なし＞ 
執行役員 桜庭 博文 

営業企画 

統括部長 
営業企画部長 

執行役員 
＜変更なし＞ 

執行役員 有馬 一昭 

ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ事業 

統括部長 
業務推進部長 

執行役員 
＜変更なし＞ 

執行役員 表寺  務 

営業推進 

統括部長 
－ （※）執行役員 － 坂野 尚雄 

マーケティング 

統括部長 
－ （※）執行役員 － 万月 雅明 

ＣＳＲ統括部長 － （※）執行役員 － 高橋  明 

首都圏支社長 東北支社長 （※）執行役員 － 松山 正弘 

財務経理 

統括部長 
経理部長 （※）執行役員 － 細川  徹 

近畿支社長 四国事業部長 （※）執行役員 － 畑谷直穂子 

・（※）は新任執行役員です。 



６．㈱イオン銀行機構改革 
 
（１）営業本部を新設し、同本部の組織下にリテール事業部及びクレジットカード事業部を移管し  

商品統括部を新設する。同統括部の組織下にコンサルティング営業部、住宅ローン営業部、 

商品開発部を移管する。 

（２）営業本部の組織下に法人・資産運用部担当を新設する。同担当の組織下に法人営業部、法人  

企画部、資産運用部を移管する。 

（３）法人事業部およびアセットマネジメント部を廃止する。 

（４）ＩＴ・業務推進本部および情報システム部を廃止し、システム統括部を新設する。同統括部の

組織下にシステム部を移管する。 

（５）管理部を廃止し、審査統括部を新設する。同統括部の組織下に審査第一部および審査第二部を

移管する。 

（６）経営管理本部の組織下に企画部及び資金部を移管し、ＣＳＲ統括部を新設する。同統括部の  

組織下にお客さま相談室、法務コンプライアンス部、金融情報セキュリティ推進室を移管する。 

（７）リスク管理統括部を新設する。同統括部の組織下にリスク管理部及び融資企画部を移管する。 

 

７．㈱イオン銀行取締役異動 
 

【新 職】 【現 職】 【新 役 位】 【現 役 位】 【氏 名】 

－ 会長 
取締役 

＜変更なし＞ 
取締役 原口 恒和 

営業本部長 経営管理本部長 
代表取締役兼 

専務執行役員 

取締役兼 

専務執行役員 
渡邉 廣之 

法人・資産運用部

担当 

アセット 

マネジメント部長 

取締役兼 

常務執行役員 
取締役兼執行役員 三藤 智之 

経営管理本部長 企画部長 
（※）取締役兼 

常務執行役員 
執行役員 鈴木 一嘉 

商品統括部長 管理部長 
（※）取締役兼 

執行役員 
執行役員 新井 直弘 

リテール事業部長 
＜変更なし＞ 

リテール 

事業部長 

（※）取締役兼 

執行役員 
執行役員 小林 裕明 

・原口恒和はイオンフィナンシャルサービス㈱代表取締役会長兼社長を兼務しています。 

・渡邉廣之はイオンフィナンシャルサービス㈱取締役を兼務しています。 

・（※）は新任取締役（2014年３月31日就任）です。 

 

８．㈱イオン銀行執行役員異動 
 

【新 職】 【現 職】 【新 役 位】 【現 役 位】 【氏 名】 

ＣＳＲ統括部長 審査第一部長 
執行役員 

＜変更なし＞ 
執行役員 小林 伸明 

システム 

統括部長 
システム部長 （※）執行役員 － 徳山 正彦 

リスク管理 

統括部長 
融資企画部長 （※）執行役員 － 山本洋一郎 

資産運用部長 
＜変更なし＞ 

資産運用部長 （※）執行役員 － 田中 悟司 

審査統括部長 － （※）執行役員 － 花尻隆一郎 

・（※）は新任執行役員です。 

 

 



９．関連会社代表者異動 

【新 職】 【現 職】 【氏 名】 

イオン保険サービス㈱ 

代表取締役社長 

イオンクレジットサービス㈱ 

執行役員首都圏支社長 
藪田 純子 

 ・藪田純子は４月１日付のイオン保険サービス㈱臨時株主総会および臨時取締役会の決議を経て 

就任します。 

 

１０．イオンフィナンシャルサービス㈱一般異動 
 

【新 職】 【氏 名】 

マーケティング部長 万月 雅明 

ネット事業企画部長 渡邉 幸夫 

コントロール部長 那須 茂人 

経営管理部長 高橋 義人 

タイ駐在経営管理部長 須藤  豊 

リスク管理部長 竹村 泉一 

法務コンプライアンス部長兼 

金融情報セキュリティ推進部長 
堀江 春夫 

システム統括部長 石塚 和男 

採用教育部長 宮地 貴子 

総合金融事業戦略部長 黒田  隆 

 

 

 

以 上 

 


