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代表執行役および執行役の異動に関するお知らせ

当社は、2016 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記

１．代表執行役の異動
（1）代表執行役の異動 【2016 年 4 月 1 日付、（ ）内は現職】
取締役
三浦 和哉
（代表執行役 執行役社長 兼 取締役）
代表執行役 執行役社長
川部 誠治
（執行役専務）
代表執行役 執行役副社長

木住野 誠一郎 （執行役専務）

（2）異動の理由
当社は、現執行役社長 三浦 和哉の 2009 年 4 月就任以来、日本におけるリース会計基準変更によるリース取
扱高の落ち込みや、リーマンショックを契機とした世界的金融危機などの厳しい経営環境の中、全社一丸となっ
て事業構造改革や積極的なグローバル展開、日立グループとの連携強化等に取り組んでまいりました。その結
果、｢2013～2015 年度中期経営計画｣では、当初掲げた目標を大きく上回り、3 期連続で過去最高益*1 を更新す
る見通しです。
次の｢2016～2018 年度中期経営計画｣*2 においては、高いレベルでの当社の強みの確立により成長を確実な
ものとし、ステークホルダの皆さまの期待に応えていくため、当社事業の統括責任者として現執行体制を支え、変
化に対応し成長戦略を牽引してきた川部 誠治を執行役社長とする新体制へ移行することにいたしました。

*1 2015 年度見通し：税引前利益 465 億円（2016 年 1 月 28 日公表値）
*2 2016 年 6 月に公表予定

（3）新任代表執行役 執行役社長の経歴
氏名

：川部 誠治（かわべ せいじ）

出身地

：北海道

最終学歴

：東京理科大学 理工学部卒業

生年月日

：１９５５年９月３日（６０歳）

所有株式数 ：４，２００株
経歴

：１９８０年 ４月 日立リース株式会社（現 日立キャピタル株式会社）入社
２０００年１０月 関西第一法人支店営業第二部長
２００２年 ４月 関西法人支店長
２００３年 ４月 本社第一営業本部長
２００４年 ４月 業務役員 本社第一営業本部長
２００７年 ９月 業務役員 営業統括部門副部門長 兼 東京第二営業本部副本部長
２００８年 ４月 執行役常務 営業統括部門副部門長
２００９年 ４月 執行役常務 営業統括部門長
２０１０年 ４月 執行役常務 法人事業本部長 兼 金融サービス事業本部長
２０１２年 ４月 執行役専務
２０１５年 ４月 執行役専務 営業統括本部長 （現在に至る）

（4）新任代表執行役 執行役副社長の経歴
氏名

：木住野 誠一郎（きしの せいいちろう）

出身地

：長野県

最終学歴

：東京大学 経済学部卒業

生年月日

：１９５６年３月１日（５９歳）

所有株式数 ：５，３００株
経歴

：１９７８年 ４月 株式会社日立製作所入社
２０００年 ６月 同社 電力・電機グループ 財務部副部長
２００４年 ６月 同社 情報・通信グループ 財務本部 金融経理部長
２００７年 ４月 同社 財務二部長
２０１０年 ４月 同社 理事 財務二部長
２０１３年 ４月 日立キャピタル株式会社 執行役専務
財務ソリューション事業本部長 兼 経営戦略本部長
２０１４年 ４月 同社 執行役専務 経営戦略統括本部長
２０１５年 ４月 同社 執行役専務 経営戦略統括本部長 兼
スマートトランスフォーメーション統括本部長（現在に至る）

２．執行役の異動
（1）新任【2016 年 4 月 1 日付、（ ）は現職 】
執行役
安栄 香純

（理事 営業統括本部 法人事業本部長）

（２）昇任【2016 年 4 月 1 日付、（ ）は現職 】
執行役専務

戸沢 広則

（執行役常務）

執行役専務

菅原 明彦

（執行役常務）

執行役常務

白井 千尋

（執行役）

（３）新任執行役の経歴
氏名

：安栄 香純（あんえい かずみ）

経歴

：１９８５年 ４月 日立リース株式会社（現 日立キャピタル株式会社）入社
２００３年 ４月 関西営業本部 関西法人営業支店 営業第二部長
２００５年 ４月 関西営業本部 関西法人営業支店長
２０１０年 ４月 神奈川営業本部長
２０１１年 ４月 法人事業本部 東京第三営業本部長
２０１１年１０月 法人事業本部 副本部長 社会・産業営業部長
２０１４年 ４月 理事 法人事業本部長 アカウント営業推進本部 副本部長
２０１５年 ４月 理事 営業統括本部 法人事業本部長 （現在に至る）

（ご参考）2016 年 4 月 1 日以降の執行役の体制は次のとおりです。
役 位

氏

名

担 当 業 務

代表執行役
執行役社長

川部 誠治

代表執行役
執行役副社長

木住野 誠一郎

執行役専務

戸沢 広則

執行役専務

小島 喜代志

執行役専務

菅原 明彦

経営基盤強化統括本部 人財本部長
スマートトランスフォーメーション本部長

執行役常務

西田 政夫

経営基盤強化統括本部 リスクマネジメント本部長

執行役常務

片岡 淳

執行役常務

白井 千尋

営業統括本部副本部長 米州地域担当、
ビークルソリューション戦略本部副本部長
Hitachi Capital America Corp. Chairman&CEO

執行役

大橋 芳和

経営基盤強化統括本部 財務本部長、
営業統括本部 欧州地域担当

執行役

安栄 香純

営業統括本部 法人事業本部長、
サービス事業本部長

統 括

経営基盤強化統括本部長

営業統括本部長 （グローバル４極担当）、
ビークルソリューション戦略本部
営業統括本部副本部長、ＡＳＥＡＮ地域担当
Hitachi Capital Asia Pacific Pte.Ltd. Managing Director

営業統括本部副本部長 日本地域担当
アカウント事業本部長、環境・エネルギー事業本部長

以

上

