
２０１４年５月２０日 

 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社 

 

 

人事異動について 

 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社（社長 櫻田 謙悟）、株式会社損害保険ジャパン（以下  

「損保ジャパン」、社長 櫻田 謙悟）および日本興亜損害保険株式会社（以下「日本興亜損保」、

社長 二宮 雅也）では、次のとおり人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

 なお、損保ジャパンと日本興亜損保は、関係当局の認可等を前提として本年９月１日に合併し、

新会社「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」が誕生いたします。この度、定時株主総会以降の

役員体制に加えて、合併新会社の役員体制を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

 

Ⅰ．人事異動 

 

  別紙１ ＮＫＳＪホールディングス株式会社 人事異動（２０１４年６月２３日付） 

  別紙２ 株式会社損害保険ジャパン 人事異動（２０１４年６月１９日付） 

  別紙３ 日本興亜損害保険株式会社 人事異動（２０１４年６月１９日付） 

 

 

Ⅱ．合併新会社の役員体制 

 

  別紙４ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 役員体制（２０１４年９月１日付） 

 

注１．ＮＫＳＪホールディングス株式会社は、本年９月１日付で社名を「損保ジャパン日本興亜ホー

ルディングス株式会社」に変更する予定です。 

※２０１４年６月２３日開催の第４回定時株主総会において、定款の一部変更が承認されるこ

とを条件としています。 

 

注２．損保ジャパンと日本興亜損保は、関係当局の認可等を前提に本年９月１日に合併し「損害保険

ジャパン日本興亜株式会社」となる予定です。 

 

以 上 
 

 



別紙１ 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 人事異動 

（２０１４年６月２３日付） 

 

１．新任取締役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役執行役員 磯谷 隆也 
日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員

株式会社損害保険ジャパン副社長執行役員 

取締役（社外取締役） 遠藤  功 
早稲田大学大学院商学研究科 

（ビジネススクール）教授 

取締役（社外取締役） 村田 珠美 弁護士 

取締役（社外取締役） 

スコット・トレバー・

デイヴィス 

（Scott Trevor Davis）

立教大学経営学部国際経営学科教授 

注．磯谷隆也氏は、常勤で兼職するための認可を前提としております。 

 

２．新任監査役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

常勤監査役 高田 俊之 取締役常務執行役員 

監査役（社外監査役） 柳田 直樹 弁護士 

 

３．退任予定取締役・執行役員 

 （氏 名） （現 職） 

退任 高田 俊之 取締役常務執行役員 

退任 山口 雄一 取締役執行役員 

退任 川端 和治 取締役（社外取締役） 

退任 
ジョージ・オルコット

（George C. Olcott） 
取締役（社外取締役） 

 

４．退任予定監査役 

 （氏 名） （現 職） 

退任 湯目 和史 常勤監査役 

退任 西川 元啓 監査役（社外監査役） 

 



別紙２ 

株式会社損害保険ジャパン 人事異動 

（２０１４年６月１９日付） 

 

１．新任取締役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役（社外取締役） 川合 正矩 
日本通運株式会社代表取締役会長 

日本興亜損害保険株式会社取締役（社外取締役）

 

２．新任監査役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

常勤監査役 荒井 啓隆 代表取締役専務執行役員 

監査役（社外監査役） 沖原 隆宗 
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

取締役会長 

 

３．退任予定取締役・執行役員 

 （氏 名） （現 職） 

退任 山口 雄一 副社長執行役員 

退任 堀  政良 取締役副社長執行役員 

退任 荒井 啓隆 代表取締役専務執行役員 

 

４．退任予定監査役 

 （氏 名） （現 職） 

退任 小松 孝明 常勤監査役 

退任 中村 豊明 監査役（社外監査役） 

 

 



別紙３ 

日本興亜損害保険株式会社 人事異動 

（２０１４年６月１９日付） 

 

１．新任取締役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役（社外取締役） 黒田 則正 
みずほ信託銀行株式会社顧問 

株式会社損害保険ジャパン取締役（社外取締役）

 

２．新任監査役候補 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

常勤監査役 花崎 和彦 
ＮＫＳＪビジネスサービス株式会社 

代表取締役社長 

監査役（社外監査役） 舩井 勝 
丸紅株式会社理事 

株式会社損害保険ジャパン監査役（社外監査役）

監査役（社外監査役） 石黒 不二代 
ネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長 

株式会社損害保険ジャパン監査役（社外監査役）

監査役（社外監査役） 沖原 隆宗 
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

取締役会長 

 

３．退任予定取締役・執行役員 

 （氏 名） （現 職） 

退任 山口 雄一 代表取締役副社長執行役員 

退任 堀  政良 副社長執行役員 

退任 荒井 啓隆 専務執行役員 

退任 涌井 洋治 取締役（社外取締役） 

 

４．退任予定監査役 

 （氏 名） （現 職） 

退任 高野 茂 常勤監査役 

退任 平良 直人 常勤監査役 

退任 大石 勝郎 監査役（社外監査役） 

退任 柳澤 匡 監査役（社外監査役） 

 



別紙４ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 役員体制 

（２０１４年９月１日付） 

 

１．取締役・執行役員 

 

（役 職） （氏 名）  （役 職） （氏 名） 

代表取締役会長会長執行役員 櫻田 謙悟  取締役常務執行役員 伊藤 源記 

代表取締役社長社長執行役員 二宮 雅也  常務執行役員 遠藤 憲 

代表取締役副社長執行役員 髙橋 薫  取締役常務執行役員 江原 茂 

代表取締役副社長執行役員 磯谷 隆也  取締役常務執行役員 德岡 宏行 

代表取締役専務執行役員 西澤 敬二  取締役常務執行役員 竹本 尚一朗

専務執行役員 山口 裕之  常務執行役員 塚平 尚吾 

専務執行役員 佐野 雅宏  常務執行役員 藤倉 雅人 

取締役専務執行役員 高橋 正美  取締役常務執行役員 田宮 弘志 

取締役専務執行役員 北  修一  常務執行役員 米川 孝 

専務執行役員 東條 宏史  常務執行役員 三輪 隆司 

常務執行役員 福島 晃  取締役（社外取締役） 黒田 則正 

常務執行役員 中島 隆太  取締役（社外取締役） 川合 正矩 

常務執行役員 松居 隆  執行役員 出口 裕康 

常務執行役員 佐藤 史朗  執行役員 後藤 昭夫 

取締役常務執行役員 塙  昌樹  執行役員 苅和 光 

常務執行役員 渡邊 貞弘 
 

執行役員 永野 寿幸 

常務執行役員 田村 康弘 
 

執行役員 桑田 憲吾 

常務執行役員 重田 昇三 
 

執行役員 宇都宮 雄介

常務執行役員 大森 次也 
 

執行役員 尾﨑 眞二 

常務執行役員 佐田 広 
 

執行役員 大久 孝一 

 



 

（役 職） （氏 名）  （役 職） （氏 名） 

執行役員 濱  隆司  執行役員 細井 寿人 

執行役員 伊東 正仁  執行役員 松林 宏 

執行役員 飯豊 聡  執行役員 吉野 隆 

執行役員 陶山 さなえ  執行役員 森田 亮 

執行役員 浦川 伸一  執行役員 田中 順一 

執行役員 和田 敏裕  執行役員 小嶋 信弘 

執行役員 柏原 欣仁  執行役員 吉川 浩一 

 

２．監査役 

 

（役 職） （氏 名） 

常勤監査役 中島 透 

常勤監査役 荒井 啓隆 

常勤監査役 花崎 和彦 

監査役（社外監査役） 舩井 勝 

監査役（社外監査役） 石黒 不二代

監査役（社外監査役） 沖原 隆宗 

 

 

 

 


