
 

 

 

2017年 2月 14日 

 

グループ・チーフオフィサー制度の新設および組織変更・人事異動について 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役社長：櫻田 謙悟、以下「当社」）は、    

「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービス」を目指すグループ経営理念を実現していく  

ためのグループ経営体制として、2016 年度から導入した「事業オーナー制」に続き、「グループ・チーフ    

オフィサー制度」（以下、「グループＣｘＯ制度」）を 2017年 4月 1日付で新設いたします。 

また、別紙のとおり組織変更および人事異動を行いますので、グループＣｘＯ制度の新設とともに、   

お知らせいたします。 

 

Ⅰ．グループＣｘＯ制度の新設 

事業オーナー制に続き、グループＣｘＯ制度を新設※し、グループＣＥＯによる全体統括のもと、   

各事業を４人の事業オーナーに任せたうえで、各機能領域の責任者として「グループＣＦＯ」、「グループ

ＣＲＯ」、「グループＣＡＣＯ」、「グループＣＩＯ」、「グループＣＤＯ」、「グループＣＨＲＯ」を配置    

します。 

これにより、グループ経営戦略を踏まえ、非連続な環境変化に対し、より敏捷かつ柔軟にグループ   

ベストの意思決定および業務遂行を行う態勢をさらに強化し、持続的な成長を図ってまいります。 

 ※これまでの担当役員制は廃止し、グループＣＥＯ以外は「呼称」として使用していた「グループ・チーフオフィサー」 

  について、その役割・機能・権限・人材要件等を「ファンクション・ポートフォリオ」として正式に規定するとともに、 

 役員報酬やサクセッションプランとの連動を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ．組織変更（2017年 4月 1日付） 

別紙１のとおり 

 

Ⅲ．人事異動 

  別紙２のとおり   

以上 
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別紙１ 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 組織変更（2017年4月1日付） 

 

海外保険事業の対応力強化を図るため、次の組織変更を行う。 

 

・「海外事業企画部」と「海外経営管理部」を統合し、「海外事業企画部」とする。 

 

以上



別紙２ 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 人事異動 

 

【2017年 4月 1日付】 

１． 業務執行取締役・執行役員の異動および執行役員の選任 

（2017年4月1日付の人事異動等について備考欄に記載） 

業務執行取締役・執行役員一覧（2017年4月1日以降） 

新 職 氏 名 現 職 備 考 

グループＣＥＯ 櫻田 謙悟 グループＣＥＯ  

代表取締役社長   代表取締役社長   

社長執行役員   社長執行役員   

グループＣＦＯ 辻 伸治 代表取締役 グループＣＦＯ追加 

代表取締役   副社長執行役員  

副社長執行役員      

海外保険事業オーナー 江原 茂 代表取締役 海外保険事業ｵｰﾅｰ追加 

代表取締役   専務執行役員 東アジア部長解嘱 

専務執行役員   東アジア部長  

グループＣＲＯ 藤倉 雅人 取締役 グループＣＲＯ追加 

取締役   常務執行役員  

常務執行役員      

グループＣＡＣＯ 吉川 浩一 取締役 グループＣＡＣＯ追加 

取締役   常務執行役員  

常務執行役員       

介護・ヘルスケア事業オーナー 奥村 幹夫 取締役 介護・ﾍﾙｽｹｱ事業ｵｰﾅｰ追加 

取締役   執行役員 役位の変更 

常務執行役員      

国内損害保険事業オーナー 西澤 敬二 取締役 国内損害保険事業ｵｰﾅｰ追加 

取締役     

国内生命保険事業オーナー 髙橋 薫 取締役 国内生命保険事業ｵｰﾅｰ追加 

取締役     

常務執行役員 田中 順一 常務執行役員   

欧州・南米部長   欧州・南米部長   

グループＣＩＯ 浦川 伸一 常務執行役員 グループＣＩＯ追加 

常務執行役員     

常務執行役員 ﾅｲｼﾞｪﾙ･ﾌﾗｯﾄﾞ 常務執行役員   

グループＣＨＲＯ 笠井 聡 執行役員 グループＣＨＲＯ追加 

常務執行役員   人事部長 役位の変更 

人事部長       

常務執行役員 水口 敦志 執行役員 役位の変更 

北米部長   北米部長   

グループＣＤＯ 楢﨑 浩一 執行役員 グループＣＤＯ追加 

常務執行役員    役位の変更 

執行役員 花田 秀則 執行役員   

経理部長   経理部長   

執行役員 青木 潔 執行役員   

広報部長   広報部長   

執行役員 浜田 昌宏 執行役員   

経営企画部長   経営企画部長   

執行役員 手島 俊裕 理事 新任 

法務部長   法務部長  

執行役員 川内 雄次 海外事業企画部長 新任 

 



※グループＣｘＯは以下の英語表記の略したもの。 

グループＣＥＯ ：Group Chief Executive Officer 
グループＣＦＯ ：Group Chief Financial Officer 
グループＣＲＯ ：Group Chief Risk Officer 
グループＣＡＣＯ：Group Chief Audit and Compliance Officer 
グループＣＩＯ ：Group Chief Information Officer 
グループＣＤＯ ：Group Chief Digital Officer 
グループＣＨＲＯ：Group Chief Human Resource Officer 

 

 

２．部室長の異動 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

海外事業企画部長 原 伸一 海外経営管理部長 

   

南アジア部長 田尻 克至 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  南アジア部特命部長 

   

東アジア部長 佐藤 直志 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  東アジア部特命部長 

 

（注）損害保険ジャパン日本興亜株式会社における部室長の人事異動は 2017年 3月 3日開催予定の

同社取締役会において決議する予定です。 

 

 

【2017年3月31日付】 

取締役および執行役員の退任 

 （氏 名） （現 職） 

退任 伊東 正仁 取締役常務執行役員 

   

退任 小嶋 信弘 常務執行役員 

  南アジア部長 

   

退任 田村 康弘 常務執行役員 

 

（注）伊東 正仁 氏、小嶋 信弘 氏および田村 康弘 氏は損害保険ジャパン日本興亜株式会社の役員

を兼任しております。 

   同社の役員人事は 2017年 3月 3日開催予定の同社取締役会において決議する予定です。 

 

以上 


