
 

2020年 12月 9日 

役員体制の変更・組織改編・人事異動について 

 
トヨタファイナンス株式会社（本社︓愛知県名古屋市、社長 西 利之）は、2021年 1月 1日付で 
組織体制の変更、役員体制の変更および人事異動を実施しますので、お知らせします。 
 
Ⅰ.組織体制の変更 
● 意思決定スピードの向上、同種・類似業務の集約による生産性向上を果たすため 

更なる組織の大括り化をすすめる 
 
（1）本部   

（新）        （旧） 
       

IT本部 （名称変更） 事務 IT本部 
       

   
（2）部・室・支社・センターの改編（※改編組織のみ） 
   
   ①.事業本部    

（新）        （旧） 
    

事業企画部    事業企画部 
       

BR ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽ企画室（新設）        商品企画部（廃止） 
       

        法人企画部（廃止） 
        
         
        ＜地域営業本部＞ 

        地域統括部（一部） 
        

 

   ②.ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部 

（新）        （旧） 
       

業務改善推進室（新設）         
       

 
③.IT本部   
    

（新）        （旧） 
   

IT統括部 事務 IT統括部 
   

ERP開発部 事務 IT開発部 
       

ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ開発部（新設）        ｲﾝﾌﾗ開発部（廃止） 
       

 



④.ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 

（新）        （旧） 
   

情報ﾘｽｸ管理部 情報ﾘｽｸ管理部 
   

    お客様相談室（廃止） 
    

 
⑤.経営企画本部 

（新）        （旧） 
   

総合企画部 総合企画部 
   

    広報渉外室（廃止） 
    

 
 
Ⅱ.退任取締役（2020年 12月 31日付） 
 

現役職 氏名 

常務取締役 寺内 勝彦 

 
【ご参考】新役員体制（2021年 1月 1日付） 

     
□ 取締役 

代表取締役社長 西 利之 

専務取締役 渡辺 斉 

専務取締役 七野 俊彦 

専務取締役 河合 利昌 

常務取締役 村上 純一郎 

取締役 牧野 勝 

取締役 関谷 博光 

取締役（非常勤） 小林 耕士 

取締役（非常勤） 佐藤 康彦 

取締役（非常勤） 福留 朗裕 

取締役（非常勤） 小寺 信也 
 
□ 監査役 

監査役 横井 篤志 

 
 
 
 
 
 
 



Ⅲ.幹部職の担当（2021年 1月 1日付） 
（１） 本部長 

氏  名 新 旧 

長野 安浩 事業本部長 
[兼]BR ペイメント統括本部 本部長代理 

地域統括部長 

米窪 智信 地域営業本部長 事業本部長 
[兼]BR ペイメント統括本部 本部長代理 

中村 裕成 オペレーション本部長 
[兼]BR構造改革室 部長代理 

BR構造改革室 部長代理 

 
（２） 部長級 

氏  名 新 旧 

松本 崇史 住宅業務部長 住宅業務部 企画推進 GM 

春田 龍二 BR ビジネスプロセス企画室長 商品企画部長 

難波 利之 地域統括部長 中国四国支社長 

加藤 聡 北海道支社長 
 

中部支社 部長代理 
[兼]近畿支社 部長代理 

大倉 隆 関東支社長 近畿支社長 

井本 一延 中部支社長 北海道支社長 

竹室 龍一 近畿支社長 住宅業務部長 

関口 章 中国四国支社長 コレクションセンター 部長代理 

竹下 毅 九州支社長 この町いちばん企画室 部長代理 

原田 隆司 業務改善推進室長  CX企画部長 

上伏 輝 オーソリセンター長 信用管理部 
クレジットアナリティクス GM 

丹羽 浩二 IT統括部長 事務ＩＴ開発部長 

夷 修 ERP開発部長 事務ＩＴ開発部 品質管理 GM 

菅谷 慎史 エンゲージメント開発部長 人事部付出向 

松原 由高 イノベーション開発室長 イノベーション開発室 
イノベーション開発 GM 

蓮見 彰宏 CX企画部長 CX企画部 CX推進 GM 

西埜 丈一 監査室長 インフラ開発部長 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 



【ご参考】組織担当詳細 

担当取締役 部/室/ｾﾝﾀｰ 

西代表取締役社長 ＢＲ構造改革室 

河合専務取締役 監査室 

 

本部 本部長 部/室/ｾﾝﾀｰ 

BR ﾍﾟｲﾒﾝﾄ統括本部 牧野本部長 
（取締役） 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ金融企画部 

ﾓﾊﾞｲﾙﾍﾟｲﾒﾝﾄ企画部 

事業本部 長野本部長 事業企画部 

ｱﾗｲｱﾝｽ営業室 

住宅業務部 

BR ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽ企画室 

地域営業本部 米窪本部長 地域統括部 

この町いちばん企画室 

北海道支社 

東北支社 

関東支社 

中部支社 

近畿支社 

中国四国支社 

九州支社 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部 中村本部長 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部 

業務改善推進室 

ｸﾚｼﾞｯﾄｾﾝﾀｰ 

ｵｰｿﾘｾﾝﾀｰ 

ｺﾚｸｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

加盟店ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

IT本部 梅原本部長 IT統括部 

ERP開発部 

ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ開発部 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ開発室 

CX本部 髙野本部長 CX企画部 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進部 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 

ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 河合本部長 
(専務取締役) 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部 

経理部 

財務部（※20/10/1新設） 



情報ﾘｽｸ管理部 

信用管理部 

経営企画本部 吉田本部長 総合企画部 

保険事業部 

総務人事本部 渡辺本部長 
（専務取締役） 

総務部 

人事部 

 


