
 
2015年5月15日 

会 社 名 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長  井原 勝美 

(コード番号：8729 東証第一部) 
 

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（以下「SFH」）は、本日開催の取締役会において、取締役、

監査役の候補者について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、新経営体制につきましては、2015年6月24日開催予定の定時株主総会での承認を経て、同日開催予定の取締

役会で正式に決議の予定です。 
 

記 
 
＜2015年6月24日付＞ 
 
１．取締役の異動 

（１）新任代表取締役 
氏 名 役職名 現在の主たる業務 
石井 茂 代表取締役副社長 ソニー銀行㈱ 代表取締役社長 

 

＜異動理由＞ 
グループ経営体制強化のため。 

＜略歴＞ 
1978年4月  山一證券㈱ 入社 
1998年6月  ソニー㈱ 入社 
2001年4月  ソニー銀行㈱ 代表取締役社長（現在） 
2004年4月  SFH 取締役（現在） 

＜所有株式数＞ 
3000株 

石井茂氏の当社代表取締役副社長就任にともない、同日付で伊藤裕氏がソニー銀行㈱代表取締役社長に

就任し、当社取締役を兼職いたします。 

 

（２）新任取締役 
氏 名 役職名 現在の主たる業務 

清宮 裕晶 常務取締役 SFH 執行役員常務 
萩本 友男 取締役 ソニー生命保険㈱ 代表取締役社長 
神戸 司郎 取締役 ソニー㈱ 執行役 EVP*1 

 



＜清宮 裕晶 略歴＞ 
1986年7月  ユナイテッドオブオマハ生命保険会社（現 オリックス生命保険㈱）入社 
1990年1月  ソニー生命保険㈱ 入社 
2000年４月  同社 数理部統括部長 
2002年11月  同社 ALM部統括部長 
2007年6月  同社 執行役員 数理部、経理部、運用管理部担当 
2013年6月  同社 執行役員常務 運用企画部、経営企画部、新事業推進部担当 
2015年4月  SFH 執行役員常務（現在） 

 

＜萩本 友男 略歴＞ 
1980年4月  ミノルタカメラ販売㈱（現 コニカミノルタ㈱）入社 
1994年9月  ソニー生命保険㈱ 入社 ライフプランナー 
1997年4月  同社 新宿第7支社長 
1999年6月  同社 新宿LPC*2 第4支社長 
2010年4月  同社 執行役員 ライフプランナー営業本部長 
2010年6月  同社 執行役員常務 
2012年6月  同社 執行役員専務 
2014年6月  同社 取締役 執行役員専務 
2015年4月  同社 代表取締役社長（現在） 

 

＜神戸 司郎 略歴＞ 
1984年4月  ソニー㈱ 入社 
1988年12月  ソニー・ヨーロッパ 法務部門 部長 
2001年7月  ソニー㈱ 法務センター カンパニー法務部 統括部長 
2002年7月  同社 コンプライアンス部門 グループ法務戦略部 統括部長 
2003年7月  同社 グループCEO／COOオフィス 統括部長 
2008年4月  同社 グループ戦略部門長 
2009年7月  同社 VP*1 広報・CSR担当 
2010年6月  同社 業務執行役員 SVP*1 広報・CSR担当 
2014年4月  同社 業務執行役員 SVP*1 広報、CSR、渉外、ブランド担当 
2014年6月 同社 執行役 EVP*1 法務、コンプライアンス、広報、CSR、 

渉外、ブランド担当 
2014年9月 同社 執行役 EVP*1 法務、コンプライアンス、広報、CSR、 

渉外担当（現在） 
 

（３）退任取締役 
氏 名 現役職名 退任の理由 

渡辺 寛敏 専務取締役 任期満了のため 
嶋岡 正充 取締役 任期満了のため 
長坂 武見 取締役 任期満了のため 

 
 

（注） 1. EVP、SVP、VPは各々エグゼクティブ・バイス・プレジデント、シニア・バイス・プレジデント、バイス・プレジデントの略

です。 

2. LPCはライフプランナーセンターの略です。 

 

 



2．監査役の異動 

（１）新任監査役 
氏 名 役職名 現在の主たる業務 

早瀬 保行 常勤監査役 さくらカード㈱ 代表取締役社長 
牧山 嘉道 監査役 北村・牧山法律事務所 パートナー 

 

 ＜早瀬 保行 略歴＞ 
1980年4月  ㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 
1999年7月  同行 融資企画部 グループ長 
2001年4月  ㈱三井住友銀行 本店営業第一部 次長 
2002年6月  同行 本店営業第三部 次長 
2003年4月  同行 熊本法人営業部長 
2005年6月  同行 三田通法人営業部長 
2007年4月  同行 投融資企画部長 
2010年6月  同行 常任監査役 
2012年6月  さくらカード㈱ 代表取締役社長（現在） 

 

＜牧山 嘉道 略歴＞ 
1990年4月  弁護士登録、尚和法律事務所 入所 
1995年4月  三井安田法律事務所 入所 
1999年11月  米国ニューヨーク州弁護士登録 
2000年4月  マイクロソフト・アジア・リミテッド 入社 
2004年4月  弁理士登録 
2006年4月  TMI総合法律事務所 入所 
2013年10月  北村・牧山法律事務所 パートナー（現在） 

 

（２）退任監査役 
氏 名 現役職名 退任の理由 
佐野 宏 常勤監査役 任期満了のため 

 
 



3．ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 新経営体制 （2015年6月24日付） 
 

役 職 名 氏 名 
ソニーグループおよびソニーフィナンシャルグループ*1での重要な

兼職状況 

代表取締役 社長 
（監査部担当） 

井原 勝美 ソニー生命保険㈱ 取締役会長 
ソニー損害保険㈱ 取締役 
ソニー銀行㈱ 取締役 

代表取締役 副社長 
（経営企画部、総合管理部、

人事・総務部担当） 

石井 茂 ソニー生命保険㈱ 取締役 
ソニー損害保険㈱ 取締役 
ソニー銀行㈱ 取締役  

常務取締役 
（広報・IR部、経理部担当） 

清宮 裕晶 ソニー生命保険㈱ 取締役 
ソニー損害保険㈱ 取締役 
ソニー銀行㈱ 取締役 
ソニー・ライフケア㈱ 取締役 

取締役 萩本 友男 ソニー生命保険㈱ 代表取締役社長 
取締役 伊藤 裕 ソニー銀行㈱ 代表取締役社長 
取締役 丹羽 淳雄 ソニー損害保険㈱ 代表取締役社長 
取締役 神戸 司郎 ソニー㈱ 執行役 EVP*2 
取締役（社外役員） 山本 功*3 － 
取締役（社外役員） 国谷 史朗*3 － 
常勤監査役（社外役員） 早瀬 保行 ソニー生命保険㈱ 監査役 

ソニー損害保険㈱ 監査役 
ソニー銀行㈱ 監査役 

監査役 小泉 光廣 ソニー生命保険㈱ 常勤監査役 
監査役（社外役員） 是永 浩利 ソニーコーポレートサービス㈱ グローバル経理センター 

 センター長 
監査役（社外役員） 牧山 嘉道 － 

（注） 1. ここに記載のソニーフィナンシャルグループとは、SFHの直接子会社であるソニー生命保険㈱、ソニー損害保険㈱、ソニー銀

行㈱、ソニー・ライフケア㈱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㈱ 

2015年6月24日、ソニー損害保険㈱ 2015年6月18日、ソニー銀行㈱ 2015年6月24日、ソニー・ライフケア㈱ 2015

年6月16日）において決議される予定です。 

2. EVPはエグゼクティブ・バイス・プレジデントの略です。 

3. 山本功氏、国谷史朗氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。 

 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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   電話： （03）5785－1074     E-mail： press@sonyfh.co.jp 

（ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ）  

http://www.sonyfh.co.jp/ 


