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三菱ＨＣキャピタル株式会社の主要人事に関するお知らせ

三菱 UFJ リース株式会社と日立キャピタル株式会社が、2021 年 4 月 1 日に合併して
発足する、三菱 HC キャピタル株式会社の主要人事を、以下の通りお知らせいたします。

○異動（2021年4月1日付）

（注）MUL:三菱UFJﾘｰｽ

HC:日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ

現

氏

新

名

HC 秘書部長
兼 取締役会室部長
HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 法務部長
兼 取締役会室部長
HC 人財本部 人財企画部長

藤平 和伸

MUL 財務部長

富永 修

MUL 経理部長

福山 徹

HC 財務本部 経理部長

加藤 博和

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 審査部長

神田 克治

IT 統括部長

MUL 情報ｼｽﾃﾑ部長

松尾 秀司

監査部長

HC 監査室長

河野 英行

営業統括部長

佐藤 道明

名古屋ｾｸﾀｰ営業部長

MUL 中国総代表
兼 MUL(ﾁｬｲﾅ) 董事長 兼 総経理
兼 MUL(H.K.) 総経理
MUL 海外業務部長
兼 海外統括部長
MUL 大阪ｾｸﾀｰ営業部長

大阪ｾｸﾀｰ営業部長

MUL 大阪ｾｸﾀｰ営業部 部長

西尾 誠

機械営業部長

MUL 名古屋ｾｸﾀｰ営業部長

阪井 剛

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長

MUL 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長

幸道 和幸

日本事業企画部長

HC ｱｶｳﾝﾄ事業本部長

斎藤 裕之

法人事業本部長

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙｺﾐｭﾆﾃｨ(株) 取締役

佐藤 泰弘

統合統括部長
兼 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部 特命部長
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部長
人事統括部長
兼 人事第一部長
財務部長
兼 財務第二部長
経理部長
兼 経理第二部長
経理部 部長
兼 経理第一部長
審査第一部長

海外統括部長
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一松 哲夫
岡崎 晴希

西村 康
鈴木 裕之

ﾗｲﾌ事業本部長

HC 法人事業本部長

富山 雅史

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

HC ﾓﾋﾞﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副本部長

清水 達平

IT 統括部 部長
兼 統合統括部 特命部長
監査部 部長

HC ﾊﾟｰﾄﾅｰ連携推進室 担当部長
兼 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部 担当本部長
MUL 監査部長

角田 昇

事業研究･投資開発部長

佐伯 孝志

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ統括部長

MUL 企画部 部長
(兼 戦略開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当)
HC 経営戦略本部 経営企画部長
兼 CSR 推進部長
MUL ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ統括部長

法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 法務部 副部長

高橋 堅之

人事統括部 部長
兼 人事第二部長
ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長

MUL 人事部長

山中 大剛

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 資材調達部長

須原 文代

財務部 部長
兼 財務第一部長
審査企画部長
兼 審査第二部長
審査開発部長
兼 審査企画部 部長
管理第一部長

HC 財務本部 財務部長

田代 智

MUL 審査部長

北村 道夫

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 与信企画部長

谷口 栄朗

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 資産債権管理部長

佐藤 陽治

管理第二部長

MUL 管理部長

坂口 真

投資審査部長

MUL 投資ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
(兼 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当)
HC ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
IT ｻｰﾋﾞｽ部長

木原 英一

MUL 情報ｼｽﾃﾑ部 副部長

西川 和志

MUL 事務部長

八木原 朗

HC ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
事務統括部長
HC ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
お客様ｾﾝﾀｰ長
MUL 業務集中ｾﾝﾀｰ所長
兼 MULB 社長
MUL(ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ) 社長

伊藤 秀成

中国総代表
兼 MUL(ﾁｬｲﾅ) 董事長 兼 総経理
兼 MUL(H.K.) 総経理
ｾｸﾀｰ第六営業部長

MUL 海外業務部 部長

堀田 英志

MUL 東京第四営業部長

吉田 貴之

東京第四営業部長

MUL 機械営業部長

加藤 慶

札幌支店長

MUL 浜松支店 静岡営業所長

森田 信一

協定ﾘｰｽ部長

MUL CL 会室長

加納 幹也

神戸支店長

MUL 東京第二営業部
次長(営業第二課担当)
MUL 審査部 次長(第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当)

村上 賢吾

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長

IT 第一部長
兼 IT 第一部 ｼｽﾃﾑ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
兼 IT 統括部 IT 企画推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長代理
IT 第二部長
兼 IT 統括部 企画推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
兼 IT 第二部 ｼｽﾃﾑ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
事務統括部長
兼 事務第二部長
事務第一部長
兼 事務統括部 部長
お客様ｾﾝﾀｰ長
ｶｽﾀﾏｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長
兼 MULB 社長
海外業務部長

中四国支店長
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山口 貴司

宮田 剛志
篠田 敏

佐々木 勉

村上 弘一
今福 正美
富川 鉄平

柴田 篤

JSA 会長室長

MUL 航空事業部 副部長
兼 次長(事業企画課担当)
MUL ｴﾈﾙｷﾞｰ事業開発室長

松下 盛一

MUL ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ部 次長

森本 弘司

HC 人財本部
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ NBL（株）取締役
HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部品質保証部長

富士本 州勇

法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 部長
兼 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 国際ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
人事第一部 特命部長
兼 人事統括部 人事企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 特命次長
兼 企画部 経営管理第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主幹

MUL 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部
国際法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長
HC 人財本部 人事勤労部長

鳩山 毅彦

人事第一部 特命部長
兼 人事統括部 採用研修ｸﾞﾙｰﾌﾟ 特命次長
兼 人事第一部 人財開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 長
ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 部長
兼 ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
兼 ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 FM 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
審査第二部 特命部長
兼 審査第二部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長
IT 第一部 特命部長

HC 人財本部 人財開発部長

黒川 雄策

MUL 総務部 部長（業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当）

髙橋 一彦

MUL 審査部 特命事項担当部長

山崎 茂
出口 剛生

事務第一部 特命部長
兼 事務統括部 推進グループ 次長
監査等委員会室 室長

HC ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
IT 企画部長
HC ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ企画部長
HC 取締役会室長

海外統括部 部長

MUL ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長

長谷川 太郎

(株)御幸ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

MUL 監査部 部長

坂田 勉

人事第二部付

MUL 総務部長

森﨑 篤

事業研究・投資開発部 副部長
兼 統合統括部 部長代理
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部 副部長
兼 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ統括部 秘書室長
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 副部長

HC ﾊﾟｰﾄﾅｰ連携推進室
新事業研究･開発部 企業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
MUL 総務部 次長（総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当）

小池 裕介

JSA 会長室長

柴橋 和則

投資審査部 副部長

HC ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部
品質保証部 副部長
MUL 神戸支店長

平林 和明

MUL 営業開発部
ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ室長
MUL ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ部長

永吉 敬一

MUL 札幌支店長

柏原 克彦

HC 事業強化本部担当本部長
兼 中部･関西地域担当
HC 事業強化本部担当本部長
兼 西日本地域担当
HC 事業強化本部担当本部長
兼 東日本地域担当
HC 事業強化本部企画本部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業企画部長

久保田 正司

ｴﾈﾙｷﾞｰ事業開発部長
ﾍﾙｽｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)
(代表取締役副社長就任予定)
企画部 部長
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ統括部 部長

市場開発部 副部長
財務第二部 財務ｿﾘｭｰｼｮﾝ室長
審査第二部 ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ室長
兼 国際審査部 ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ室長
DAF(株) (常務取締役就任予定)
事業企画本部担当本部長
(中部･関西地域担当)
事業企画本部担当本部長
(西日本地域担当)
事業企画本部担当本部長
(東日本地域担当)
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業企画部長
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杉田 勝成

金沢 秀竜

栗野 勝哉

石田 潔
松尾 俊也

宮田 謙介

中谷 公彦

長谷川 善貴

山端 達郎
山口 貴之
眞鍋 圭二

国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部長

HC 事業強化本部 企画本部 副本部長

三宅 正能

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長
兼 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ部長
HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部 BPO 本部長

谷村 昌彦

榊 元洋

法人営業ｻﾎﾟｰﾄ部長

HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部 BPO 本部
決済ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長
HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長
HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部
日立ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部長
HC 日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部
日立ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部部長
HC 法人事業本部法人事業管理部長
兼 法人営業ｻﾎﾟｰﾄ部長
兼 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ本部
IT 企画部ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策ｸﾞﾙｰﾌﾟ主幹
HC 法人事業本部 事業部長

公共営業部長

HC 法人事業本部 茨城法人支店長

前田 純

茨城法人支店長

HC 法人事業本部 産業営業第二部
担当課長
HC ｱｶｳﾝﾄ事業本部
地域創生ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
HC ｱｶｳﾝﾄ事業本部
地域創生ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当部長
HC ｱｶｳﾝﾄ事業本部
ﾈｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
HC 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部担当部長

高瀬 慎也

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ NBL㈱常務取締役

澤田 真

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ NBL㈱

北 修

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
担当事業部長
兼 ｶｰﾄﾞ営業部担当部長
決済ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長
ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ部長

日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長
日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業部長
法人事業部長

ﾗｲﾌ事業部長
地域創生事業推進部長
ﾈｯﾄ事業推進部長
環境ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ NBL（株） 取締役社長
兼 ﾍﾞﾝﾀﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ NBL（株） 取締役
兼 ﾍﾞﾝﾀﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

赤塩 滋浩

矢口 晃

黒澤 彰夫
石原 真一
大竹 知之

高野 宏之

高山 巌
荒 健
諸戸 伸矢
工藤 哲也

■本件に関するお問合せ先
三菱 UFJ リース株式会社
コーポレートコミュニケーション部
〒100-6525

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

TEL 03-6865-3002（代表）
日立キャピタル株式会社
経営戦略本部 経営企画部
〒105-0003

東京都港区西新橋一丁目 3 番 1 号

TEL 03-3503-2118（代表）

以上
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