
 
2010年５月20日 

会 社 名 ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 
代表者名  代表取締役社長  德中 暉久 

(コード番号：8729 東証第一部) 
問合せ先 広報・IR部長  此尾  昌晃 

（電話：      03－5785－1074) 
 

代表取締役、役員の異動および新経営体制に関するお知らせ 
 
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社（社長：德中 暉久、以下「ＳＦＨ」）は、本日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり、取締役および監査役の候補者、および取締役の役職の変更について決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

2010年６月25日開催予定の定時株主総会での承認決議および同日開催予定の取締役会において、正式に選任の予定

です。 
 

記 
１．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 
業務執行体制を見直すことで、グループ経営強化を図るため 

（２）異動の内容 
氏 名 新役職名 現役職名 

德中 暉久 代表取締役 会長 代表取締役  社長 
井原 勝美 代表取締役 社長 代表取締役  副社長 

（３）就任予定日 
2010年6月25日 

２．役員の異動 
（１）退任取締役 

  大根田 伸行 （ソニー（株）取締役 代表執行役副社長 ＣＦＯ＊ ） 

（２）新任取締役 
氏 名 役職名 主たる業務 

加藤 優 取締役 ソニー（株）業務執行役員 ＳＶＰ＊ 
デピュティCFO＊ 

＜略歴＞ 
1977年 4月 ソニー（株）入社 
1997年 6月 （株）ソニー・コンピュータエンタテインメント  執行役員 
1999年 4月   同社     執行役員 上席常務 
2000年 6月    同社     取締役 
2002年 7月   同社     執行役員 副社長兼ＣＦＯ＊ 
2004年    4月    同社     コーポレート・エグゼクティブ 副社長兼グループＣＦＯ＊ 
2005年    7月    同社   代表取締役 
2009年   6月 ソニー（株）業務執行役員 ＳＶＰ デピュティＣＦＯ＊ （至現在） 

（注）ＣＦＯはチーフフィナンシャルオフィサー、ＳＶＰはシニアヴァイスプレジデントの略です。 



 
３．ソニーフィナンシャルホールディングス（株）新経営体制 （2010年６月25日付） 
 

役 職 名 氏 名 ソニー（株）およびＳＦＨグループ１での兼職状況 

代表取締役 会長 德中 暉久 ソニー生命保険（株）取締役 
ソニー損害保険（株）取締役 

代表取締役 社長 井原 勝美 ソニー生命保険（株）取締役 
ソニー損害保険（株）取締役 
ソニー銀行（株）  取締役 

代表取締役 副社長 藤方 弘道 ソニー生命保険（株）取締役 
ソニー損害保険（株）取締役 
ソニー銀行（株）  取締役 

取締役 於久田 太郎 ソニー生命保険（株）代表取締役社長 
取締役 山本 真一 ソニー損害保険（株）代表取締役社長 
取締役 石井 茂 ソニー銀行（株）  代表取締役社長 
取締役 加藤 優 ソニー（株）        業務執行役員 ＳＶＰ デピュティＣＦＯ 
取締役（独立役員２） 池田 靖  
取締役 安田 隆二 ソニー（株）        社外取締役 
常勤監査役 佐野 宏 ソニー生命保険（株）監査役 

ソニー損害保険（株）監査役 
ソニー銀行（株）  監査役 

監査役 長坂 武見 ソニー（株）ＶＰ３  経理部門長 
監査役 上田 ひろし ソニー銀行（株）    常勤監査役 
監査役 佐藤 聡 ソニー生命保険（株）常勤監査役 
監査役 矢島 孝俊 ソニー損害保険（株）常勤監査役 

ソニー生命保険（株）監査役 
（注）1. ここに記載のＳＦＨグループとは、ＳＦＨの傘下にあるソニー生命保険（株）、ソニー損害保険（株）、ソニー銀行（株）を指しま

す。兼職につきましては、各兼職先会社の株主総会および取締役会（ソニー生命保険㈱ 2010 年６月 29 日、ソニー損害保険㈱ 

2010年６月24日、ソニー銀行㈱ 2010年６月22日、ソニー㈱ 2010年６月18日）において決議される予定です。 
2. 独立役員は、㈱東京証券取引所 有価証券上場規定に定められた役員です。 

      3. ＶＰはヴァイスプレジデントの略です。 
4. 上記の監査役５名はいずれも、2010年度（2011年３月期）は会社法に定める任期期間中にあります。 

 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
（報道関係からのお問い合わせ先） 
  ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 広報・IR部 此尾（このお） 

電話：（03）5785－1074       ホームページ： http://www.sonyfh.co.jp/ 

http://www.sonyfh.co.jp/
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昭和25年（1950年）9月24日生 

 

【 学 歴 】 

 

昭和48年（1973年） 3月 東京工業大学工学部 卒業 

平成元年 （1989年） 5月 米国スタンフォード大学 経営学修士号取得 

              （Earned M.Sc. degree in Business from Stanford University, U.S.A.） 
 

【 職 歴 】 

 

昭和48年（1973年） 4月  三井情報開発株式会社 入社 

昭和56年（1981年） 5月 ソニー株式会社 入社 

平成 9年（1997年） 6月  同社 執行役員常務 

平成12年（2000年） 6月 同社 執行役員上席常務  

平成13年（2001年）10月 同社 グループ役員 

   ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ・エー・ビー 社長 

平成16年（2004年） 6月  ソニー株式会社 執行役 副社長 兼 グループＣＳＯ＆ＣＦＯ 

平成17年（2005年） 6月  同社 取締役 代表執行役 副社長 

平成21年（2009年） 4月  同社 業務執行役員 副社長 

平成21年（2009年） 6月  同社 グループ役員 （至現在） 

   ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役副社長（至現在） 

 

 

以  上   

 


