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2019年４月25日 

各 位 

会 社 名 ＳＢＩインシュアランスグループ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役執行役員会長兼社長 乙部 辰良 

 （コード番号：7326 東証マザーズ） 

問 合 わ せ 先 取締役執行役員 大和田 徹 

 TEL. 03-6229-0881 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、本日、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

 取締役、補欠監査役の選任につきましては、2019年 6月に開催予定の当社定時株主総会におけ

る選任決議をもって正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．取締役の異動（2019年 6月予定） 

 

（１）新任取締役候補 

 

飯沼 邦彦 ［現 SBI 生命保険株式会社 顧問］ 

   ［現 当社 顧問］ 

 

小野 尚  ［現 SBI 生命保険株式会社 代表取締役社長］ 

   ［現 SBI ホールディングス株式会社 顧問］ 

 

（２）退任取締役 

城戸 博雅 ［現 当社 取締役執行役員副会長］ 

 

２．補欠監査役の選任（2019年 6月予定） 

 

 補欠監査役（社外）候補 

 

若松 亮  ［現 若葉パートナーズ法律会計事務所 弁護士］ 

   ［現 SBI 生命保険株式会社 監査役（社外）］ 

   ［現 SBI リスタ少額短期保険株式会社 監査役（社外）］ 
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（別紙） 

 

【新任取締役候補者の略歴】 

氏  名（生年月日） 略  歴 

イイヌマ  クニヒコ 

飯沼 邦彦 

（昭和 42年 6月 29日生） 

平成 3年 4月 株式会社あさひ銀行 入行 

平成 7年 4月 シグナ・インシュアランス・カンパニー 入社 

平成 10年 3月 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 入社 

平成 11年 10月 ザ・ロンドン・アシュアランス入社 ビジネス・ストラテジー部長 

平成 15年 12月 エース損害保険株式会社 入社 経営企画室長 

平成 17年 8月 マスミューチュアル生命保険株式会社 入社 ALM・収益管理部長 

平成 18年 10月 

 

スコティシュ・リー 日本駐在員事務所 入所 

シニア・アクチュアリアル・コンサルタント 

平成 20年 5月 

 

 

アール・ビー・エス証券 日本支店 入社 

金融機関ソリューション・アンド・アドバイザリー部門長 

シニア・ディレクター 

平成 23年 4月 

 

 

UBS証券株式会社 入社 

債券本部 債券営業部 金融法人 ALM ソリューション 

エクゼクティブ・ディレクター 

平成 25年 7月 SBIホールディングス株式会社 入社 生保準備室 副室長 

平成 27年 2月 ピーシーエー生命保険株式会社（現 SBI生命保険株式会社）  

取締役 代表執行役社長  

平成 27年 7月 SBI生命保険株式会社 代表取締役社長  

平成 31年 4月 SBI生命保険株式会社 顧問（現任） 

平成 31年 4月 当社 顧問（現任） 

  オノ   ヒサシ 

小野 尚 

（昭和 34年 10月 17日生） 

昭和 58年４月 大蔵省（現 財務省） 入省 

平成 15年７月 金融庁 検査局 総務課 調査室長 

平成 16年７月 同庁 監督局 保険課長 

平成 18年７月 財務省 国際局 地域協力課長 

平成 20年７月 金融庁 総務企画局 信用制度参事官 

平成 22年７月 同庁 総務企画局 企画課長 

平成 23年８月 同庁 総務企画局 参事官（信用担当） 

平成 24年８月 同庁 総務企画局 参事官（監督局担当） 

平成 26年７月 同庁 総務企画局 審議官（企画・市場・官房担当） 

平成 27年７月 同庁 総務企画局 総括審議官 

平成 28年６月 財務省 関東財務局長 

平成 29年７月 同省 退官 

平成 29年 10月 Profit Cube Inc. 顧問 

平成 29年 10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社 顧問 

平成 29年 12月 株式会社日本信用情報機構 常務執行役員 

平成 30年４月 SBIホールディングス株式会社 顧問 

平成 30年６月 株式会社日本信用情報機構 取締役（現任） 

平成 30年６月 

平成 31年４月 

SBIホールディングス株式会社 常務取締役 

SBI生命保険株式会社 代表取締役社長（現任） 

平成 31年４月 SBIホールディングス株式会社 顧問（現任） 
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【新役員体制】 

 2019 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会および同総会後に開催される取締役会における選任

決議をもって、当社の役員体制は次のとおりとなる予定です。 

 

代表取締役執行役員会長兼社長 乙部 辰良 

取締役副会長   飯沼 邦彦 

取締役執行役員   大和田 徹 

取締役執行役員   長澤 信之 

取締役執行役員   島津 勇一 

取締役    小野 尚 

取締役    朝倉 智也 

取締役    永末 裕明 

取締役    渡邊 啓司 

 

常勤監査役   神山 敏之 

監査役（社外）   大鶴 基成 

監査役（社外）   松尾 清 

補欠監査役（社外）  若松 亮 

 

以 上 


