
 
  

2019年10月1日 

株式会社じぶん銀行 

 

  

組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

株式会社じぶん銀行（本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井朋貴）は、組織変更および人事

異動を実施しますので、以下のとおりお知らせします。 

 

 

1. 組織変更 （2019年10月1日付） 

本部制への移行に伴う組織改正 

• ユニット制から本部制に移行し、組織名を改称します。 

• 旧住宅ローンユニットと旧コンシューマーファイナンスユニットを統合、新たにローン

ビジネス本部に再編します。 

• お客さまセンター、ローンセンター、住宅ローンセンターを CS本部傘下に集約します。 

• 住宅ローン営業部傘下に大阪ローン推進室を新設します。 

 

詳細は 2．組織図 をご参照ください。 

 



2. 組織図 

コーポレートユニット 経営企画本部

経営戦略部 経営企画部

次世代システム推進部 次世代システム推進部

経営管理部 経営管理部

総務人事部 総務人事部

イノベーションユニット イノベーションビジネス本部

イノベーション企画開発部 イノベーション企画開発部

国際金融情報室 国際金融情報室

リテールビジネスユニット リテールビジネス本部

ビジネスマネジメント部 ビジネスマネジメント部

マーケティング部 マーケティング部

Ｗeb企画部 Ｗeb企画部

受信・決済企画推進部 金融・決済企画推進部

住宅ローンユニット ローンビジネス本部

住宅ローン企画推進部 住宅ローン企画推進部

住宅ローン営業部 住宅ローン営業部

住宅ローンセンター 大阪ローン推進室

コンシューマーファイナンスユニット コンシューマーファイナンス企画推進部

コンシューマーファイナンス営業部 資金運用本部

ローンセンター ALM部

資金運用ユニット リスク管理本部

ALM部 総合リスク管理部

リスク管理ユニット コンプライアンス統括部

総合リスク管理部 審査部

コンプライアンス統括部 システム本部

審査部 システム企画部

システムユニット システム開発部

システム企画部 システム基盤開発部

システム開発部 システム運用部

システム基盤開発部 次世代システム開発部

システム運用部 CS本部

次世代システム開発部 CS統括部

CSユニット お客さまセンター

CS統括部 ローンセンター

お客さまセンター 住宅ローンセンター

市場事務部 市場事務部

 内部監査部 内部監査部

現行 本件後（201 9年 10月 1日付）

 

 



3. 人事異動 

○役員担当業務の変更 

役員の担当業務を下表のとおり変更します。 

 

氏名 担当業務 

田中 健二 執行役員 経営企画本部長 

（旧 コーポレートユニット長） 

鈴木 智 執行役員 経営企画本部 副本部長 

（旧 ＣＳユニット長） 

立木 克典 執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画部長 

（旧 コーポレートユニット 副ユニット長 兼 経営戦略部長） 

鈴木 啓之 執行役員 チーフフィナンシャルオフィサー 

兼 経営企画本部 副本部長 兼 経営管理部長 

（旧 コーポレートユニット 副ユニット長 兼 経営管理部長） 

榊原 一弥 執行役員 イノベーションビジネス本部長 

兼 イノベーション企画開発部 国際金融情報室長 

兼 auフィナンシャルホールディングス出向 

（旧 イノベーションユニット長 

兼 リテールビジネスユニット 副ユニット長 

兼 イノベーション企画開発部 国際金融情報室長） 

井上 大輔 執行役員 リテールビジネス本部長 

兼 auフィナンシャルホールディングス出向 

（旧 リテールビジネスユニット長 

兼 auフィナンシャルホールディングス出向） 

嶋井 謙介 執行役員 ローンビジネス本部長 兼 ＣＳ本部 副本部長 

（旧 住宅ローンユニット長 

 兼 コンシューマーファイナンスユニット長 

 兼 住宅ローン営業部長） 

知場 俊樹 執行役員 チーフコンプライアンスオフィサー 

兼 チーフリスクオフィサー 兼 リスク管理本部長 

（旧 リスク管理ユニット長 兼 ＣＳユニット 副ユニット長） 

 

 



○人事異動 

氏名 担当業務 

夛田 良平 資金運用本部長 兼 経営企画本部 副本部長 

（旧 資金運用ユニット長） 

秋元 一臣 ＣＳ本部長 兼 リテールビジネス本部 副本部長 

兼 ローンビジネス本部 副本部長 

（旧 リテールビジネスユニット 副ユニット長 

兼 住宅ローンユニット 副ユニット長 

兼 コンシューマーファイナンスユニット 副ユニット長） 

都木 良和 イノベーションビジネス本部 副本部長 

兼 システム本部 副本部長 兼 イノベーション企画開発部長 

兼 auフィナンシャルホールディングス出向 

（旧 システム開発部長 兼 次世代システム開発部 部長） 

井上 直樹 リテールビジネス本部 副本部長 兼 マーケティング部長 

兼 ＣＳ統括部 部長 

（旧 マーケティング部長 兼 ＣＳ統括部 部長） 

鈴木 庸平 リテールビジネス本部 副本部長 兼 ＣＳ本部 副本部長 

兼 金融・決済企画推進部長 

（旧 受信・決済企画推進部長） 

正藤 清美 ローンビジネス本部 副本部長 兼 住宅ローン企画推進部長 

兼 ＣＳ統括部 部長 

（旧 住宅ローン企画推進部長 兼 ＣＳ統括部 部長） 

髙村 吹雪 住宅ローン営業部長 

（旧 住宅ローン営業部 部長） 

中村 浩一郎 コンシューマーファイナンス企画推進部長 

兼 次世代システム推進部 部長 兼 ＣＳ統括部 部長 

（旧 コンシューマーファイナンス営業部 次長 

兼 次世代システム推進部 次長 兼 ＣＳ統括部 次長） 

森 靖裕 システム開発部長 兼 次世代システム開発部 部長 

（旧 次世代システム開発部 次長 兼 システム開発部 次長） 

   

以上 


