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２０１０年２月２６日 

 

各 位 

 

あ い お い 損 害 保 険 株 式 会 社 

ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 

三井住友海上グループホールディングス株式会社 

 

 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社における 

代表取締役および執行役員の選任ならびに役員の担当業務について 

 

あいおい損害保険株式会社（社長 児玉 正之）（以下「あいおい損保」）、ニッセイ同和損害保険株式

会社（社長 立山 一郎）（以下「ニッセイ同和損保」）および三井住友海上グループ（三井住友海上グ

ループホールディングス株式会社および三井住友海上火災保険株式会社 社長 江頭 敏明）（以下そ

れぞれ「三井住友海上ＨＤ」、「三井住友海上」）は、関係当局の認可等を前提として実施する予定の経

営統合により２０１０年４月１日付で発足する持株会社、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー

ルディングス株式会社（現三井住友海上ＨＤが同日付で商号変更）の、代表取締役および執行役員の

選任ならびに役員の担当業務について合意し、本日、三井住友海上ＨＤ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 

 

氏 名 役 職 担当業務 現職（主なもの。2010 年２月 26 日現在。） 

江頭 敏明 

 

代表取締役社長 

社長執行役員 

 

 

三井住友海上ＨＤ取締役社長 社長執行役員 

三井住友海上取締役社長 社長執行役員 

立山 一郎 

 

代表取締役 

執行役員 

社長補佐 ニッセイ同和損保取締役社長 

児玉 正之 

 

代表取締役 

執行役員 

社長補佐 あいおい損保取締役社長 

柄澤 康喜 

 

代表取締役 

執行役員 

社長補佐 

 

三井住友海上ＨＤ取締役専務執行役員 

三井住友海上取締役専務執行役員 

藤本  進 

 

取締役 

専務執行役員 

コンプライアンス部、リス

ク管理部、監査部 

三井住友海上きらめき生

命保険株式会社、三井住友

海上メットライフ生命保

険株式会社、三井ダイレク

ト損害保険株式会社 

三井住友海上ＨＤ取締役専務執行役員 

三井住友海上取締役専務執行役員 

堀本 修平 

 

取締役 

常務執行役員 

総合企画部、広報・ＩＲ部、

グループ事業支援部、監査

部 

三井住友海上ＨＤ取締役常務執行役員 

三井住友海上取締役常務執行役員 

梅村 孝義 

 

常務執行役員 総務部、人事部、経理部 あいおい損保取締役常務執行役員 
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鈴木 久仁 

 

取締役 

執行役員 

経営全般補佐 あいおい損保取締役専務執行役員 

米田 正典 

 

取締役 

執行役員 

経営全般補佐 ニッセイ同和損保取締役専務執行役員 

池田 克朗 

 

取締役 

執行役員 

経営全般補佐 

 

三井住友海上ＨＤ取締役常務執行役員 

三井住友海上取締役常務執行役員 

岸本 保夫 

 

執行役員 金融サービス事業関連事

項 

三井住友海上常務執行役員 

藤本 一之 

 

執行役員 損害サポート関連事項 ニッセイ同和損保取締役執行役員 

太田 誠一 

 

執行役員 商品関連事項 三井住友海上執行役員 

藤井 史朗 

 

執行役員 事務・システム関連事項 三井住友海上取締役執行役員 

土屋 光弘 

 

執行役員 販売関連事項 あいおい損保執行役員 

関  俊彦 

 

社外取締役 － 東北大学名誉教授 

法政大学法科大学院教授 

三井住友海上ＨＤ社外取締役 

渡邊  顯 

 

社外取締役 － 成和明哲法律事務所弁護士 

梅津 光弘 

 

社外取締役 － 慶應義塾大学商学部准教授 

ニッセイ同和損保社外取締役 

角田 大憲 

 

社外取締役 － 中村・角田・松本法律事務所弁護士 

三井住友海上ＨＤ社外監査役 

山下  尚 

 

監査役（常勤） － 三井住友海上ＨＤ監査役（常勤） 

應地 正彦 

 

監査役（常勤） － あいおい損保監査役（常勤） 

安田 莊助 

 

社外監査役 － 仰星監査法人特別顧問 

三井住友海上ＨＤ社外監査役 

三井住友海上社外監査役 

野村 晋右 

 

社外監査役 － 野村綜合法律事務所弁護士 

三井住友海上社外監査役 

手塚 裕之 

 

社外監査役 － 西村あさひ法律事務所弁護士 

ニッセイ同和損保社外監査役 

※上記の役職および担当業務は、2010 年４月１日時点のものです。なお、2010 年６月下旬に開催

予定の定時株主総会の終結後も、上記について変動は予定しておりません。 

 

以 上 
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代表取締役の略歴等 

 
氏   名 江頭 敏明 （えがしら としあき） 

生 年 月 日 昭和 23 年 11 月 30 日 

略   歴 昭和 47 年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 

 平成７年４月 同社火災新種商品企画部保証信用保険室長 

 平成９年６月 同社社長室部長 

 平成 11 年４月 同社商品業務統括火災新種業務部長 

 平成 12 年５月 同社社長室（休職 社団法人日本損害保険協会出向）部長 

 平成 13 年４月 同社商品業務統括火災新種業務部長 

 平成 13年 10 月 同社執行役員火災新種保険部長 

 平成 14 年６月 同社執行役員中国本部長 

 平成 15 年６月 同社常務執行役員中国本部長 

 平成 16 年４月 同社常務執行役員神奈川静岡本部長 

 平成 17年 10 月 同社常務執行役員神奈川静岡本部長兼同本部損害サービス改革本部長 

 平成 18 年４月 同社共同最高経営責任者 

 平成 18 年６月 同社取締役社長共同最高経営責任者 

 平成 18 年８月 同社取締役社長最高経営責任者 

 平成 18 年９月 同社取締役社長 社長執行役員（現職） 

 平成 20 年４月 三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役社長 

 平成 21 年４月 同社取締役社長 社長執行役員（現職） 

保有株式数 9,200 株（予定） 

 

 

氏  名 立山 一郎 （たてやま いちろう） 

生年月日 昭和 18 年６月８日 

略  歴 昭和 42 年４月 同和火災海上保険株式会社（現ニッセイ同和損害保険株式会社）入社 

 平成３年６月 同社火災新種部長 

 平成６年４月 同社火災新種業務部長 

 平成７年６月 同社取締役有価証券部長 

 平成９年６月 同社常務取締役 

 平成９年９月 同社常務取締役収益対策本部副本部長 

 平成 11 年６月 同社常務取締役収益対策本部長 

 平成 12 年４月 同社常務取締役構造改革推進本部長 

 平成 13 年４月 同社専務取締役構造改革推進本部長 

 平成 14 年４月 同社専務取締役 

 平成 17 年６月 同社取締役副社長 

 平成 18 年４月 同社取締役社長（現職） 

保有株式数 12,307 株（予定） 
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氏  名 児玉 正之 （こだま ただし） 

生年月日 昭和 22 年 11 月 11 日 

略  歴 昭和 45 年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおい損害保険株式会社）入社 

 平成元年７月 同社東京第四ブロック長兼東京第五ブロック長 

 平成２年４月 同社東京営業第三部長 

 平成４年７月 同社東京営業推進室長 

 平成６年４月 同社企業保険第四部長 

 平成８年４月 同社営業推進部長 

 平成 10 年４月 同社総合企画部長 

 平成 10 年７月 同社理事茨城営業本部長兼茨城営業第一部長 

 平成 12 年４月 同社執行役員営業推進部長 

 平成 13 年４月 同社執行役員 

 平成 13 年６月 同社取締役業務・システム本部長 

 平成 14 年４月 同社常務取締役業務・システム本部長 

 平成 15 年４月 同社専務取締役営業推進本部副本部長 

 平成 15 年５月 同社専務取締役業務・システム本部長兼営業推進本部副本部長 

 平成 16 年４月 同社取締役社長（現職） 

保有株式数 16,720 株（予定） 

 

 

氏  名 柄澤 康喜 （からさわ やすよし） 

生年月日 昭和 25 年 10 月 27 日 

略  歴 昭和 50 年４月 住友海上火災保険株式会社入社 

 平成 10 年６月 同社広報部長 

 平成 12 年２月 同社社長室長兼業務管理部長 

 平成 12 年４月 同社社長室長 

 平成 13年 10 月 三井住友海上火災保険株式会社経営企画部業務企画特命部長 

 平成 14 年７月 同社金融サービス本部財務企画部長 

 平成 16 年４月 同社執行役員経営企画部長 

 平成 17 年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 

 平成 18 年４月 同社取締役常務執行役員 

 平成 20 年４月 同社取締役専務執行役員（現職） 

  三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役 

 平成 21 年４月 同社取締役専務執行役員（現職） 

保有株式数 6,500 株（予定） 

 

※各氏の保有株式数は、あいおい損保、ニッセイ同和損保および三井住友海上ＨＤが公表した平成

21 年３月 31 日現在の株式数に基づいて算出しております。 

以 上 

 


