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会 社 名  富士火災海上保険株式会社 

代表者名  代表執行役社長  近藤 章 
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問合せ先  経営企画部長   御厨 志郎 

              （ＴＥＬ ０３－５５５０－４８０７） 

 
新経営体制に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22年 4 月 28日開催の取締役会において、5月 10 日付の新任代表執行役選任を決

議するとともに、同日の指名委員会において、6月 24 日付の取締役候補者を選任いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 
 

１．新任代表執行役の選任【2010年 5 月 10 日付】 

 

2010 年 5 月 10 日付で、取締役、代表執行役社長兼 CEO 近藤 章は、取締役、代表執行役

会長兼 CEO に就任、新任代表執行役社長兼 COO に、横山 隆美を選任いたしました。 
  CEO 近藤 章を筆頭に、COO 横山 隆美、CFO 縣 信太郎の 3 人体制とし経営基盤の一層

の強化を図ることで、さまざまな経営課題にさらに迅速に対応して成長戦略を推進してまいり

ます。 

 

  新体制 現体制 

取締役、代表執行役会長兼 CEO 
近藤 章（こんどう あきら） 

 

（新任）代表執行役社長兼 COO 
   横山 隆美（よこやま たかよし） 

取締役、代表執行役社長兼 CEO 
近藤 章 

取締役、代表執行役副社長兼 CFO 
   縣 信太郎（あがた しんたろう） 

取締役、代表執行役副社長兼 CFO 
縣 信太郎 

 
 
２．新任代表執行役選任の理由 

 
当社を取り巻く厳しい経済環境に鑑み、経営基盤の一層の強化を図るため。 

 
３．新任代表執行役の略歴 
 

横山 隆美（よこやま たかよし） 

生年月日 昭和 27年 12 月 18日生（57 歳） 
職歴 

昭和51年 4月  ＡＩＵ保険会社 入社 



平成 2年 6月  
平成 3年 1月  
平成 4年 8月  
平成13年12月  
平成19年 1月  
平成22年 4月  
  

同社 財務部部長 
同社 ＡＶＰ 財務部部長 
アメリカンホーム保険会社 日本における代表者に就任 
ＡＩＵ保険会社 日本における代表者に就任 
アメリカンホーム保険会社 日本における代表者に就任 
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社 
エグゼクティブ･バイス･プレジデント就任（現任） 

 
 
４．新任代表執行役の所有株式数 
  所有していません。 
 
５．取締役候補者の選任について 
   

【再任】 
近藤 章（こんどう あきら）   
縣 信太郎（あがた しんたろう） 
宮原 明（みやはら あきら） 社外取締役 
佐藤 康洋（さとう やすひろ） 社外取締役 
ジェフリー Ｌ．ヘイマン 社外取締役 
菅谷 一郎（すがや いちろう） 社外取締役 

 
【新任】 
  横山 隆美（よこやま たかよし） 

    ホゼ Ａ．ヘルナンデス  社外取締役 
 デビット Ｗ．ジュニアス 社外取締役 
 渡辺 治子（わたなべ はるこ） 社外取締役 

岩村 充（いわむら みつる） 社外取締役 
 
６．新任取締役候補者の略歴 
 

ホゼ Ａ．ヘルナンデス  

生年月日 昭和 40年 10 月 26日生（44 歳） 
職歴 

昭和62年10月  
平成13年 1月  
 
  
平成15年 8月 
 
平成15年 9月 
平成16年 9月 
平成19年12月  
 
平成19年12月  
 

セグロス保険会社（プエルトリコ） 入社 
アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ 
インターナショナル・アクシデント＆ヘルス部門  
オペレーション担当（日本・韓国以外）シニア・バイス・プレジデント 
AIG カンパニーズ日本韓国地域 アクシデント＆ヘルス部門担当 
リージョナル・バイス・プレジデント 
AIU 保険会社 アクシデント＆ヘルス部門担当 専務執行役員 
ジェイアイ傷害火災保険会社 取締役（非常勤） 
アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ 
アクシデント＆ヘルス部門担当 プレジデント 
AIG トラベル・インク 会長 
 



平成20年 1月 
 
平成21年 8月 
 
 
 
 
 
 
 
平成21年 9月 

AIU インシュアランス・カンパニー 
取締役 シニア・エグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任） 
AIU ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現 チャーティス・

ファー・イースト・ホールディングス株式会社） 
代表取締役社長兼 CEO（現任） 
チャーティス・インターナショナル・エルエルシー 
プレジデント（現任） 
アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ株式会社 
代表取締役（現任） 
チャーティス・クレイム・ソリューションズ株式会社 取締役（現任） 
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 取締役（現任） 

 
デビッド W.ジュニアス 

生年月日 昭和 45年 11 月 14日生（39 歳） 
職歴 

平成 4年11月  
平成 9年 4月  
平成12年12月  
 
平成21年 7月  
  
  
平成21年 8月  
 
平成21年11月  

Abt アソシエイツ インク入社 
AIU ノースアメリカ（イリノイ）インク 入社 
AIG インク 
AIG ストラティージックプランニング ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 
AIU ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現 チャーティス・

ファー・イースト・ホールディングス株式会社） 
取締役常務執行役員兼ﾁｰﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｵﾌｨｻｰ （現任） 
アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 取締役（現任） 
AIU インシュアランス・カンパニー 取締役（現任） 
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 取締役（現任） 

 
渡辺 治子（わたなべ はるこ） 

生年月日 昭和 39 年 2 月 18日生（46歳） 
職歴 

昭和62年 4月  
平成14年 7月  
 
平成19年10月  
平成21年 6月  
 

日本銀行 入行 
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ東京支店（現 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ証

券株式会社）バイス・プレジデント 人事部長 
同社 マネージング・ディレクター 人事部長 
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社 
人事担当 常務執行役員（現任） 

 
岩村 充（いわむら みつる） 

生年月日 昭和 25 年 5 月 8日生（60歳） 
職歴 

昭和49年 4月  
平成 8年12月  
平成10年 1月  
平成18年 6月  
平成19年 4月  
平成20年 1月  

日本銀行 入行 
日本銀行企画局兼信用機構局 参事 
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 
株式会社カカクコム 監査役（現任） 
早稲田大学大学院商学研究科 教授（現任） 
株式会社カカクコム・フィナンシャル 監査役（現任） 

以上 


