
平成 25 年 3月 6 日

平成２５年度組織改正及び人事異動について（平成２５年４月１日付）

ニッセイ情報テクノロジー株式会社（社長：和田 俊介）では、平成２５年４月１日付で以下の通り組織改正及び

人事異動を行いますので、ご案内いたします。

【Ⅰ、組織の一部改正】

保険事務受託サービス事業の本格化に向けた専管組織の設置

・個人保険の事務受託開始、および、事業の拡大を目的とした「事務サービス事業本部」を新設する。

・仙台市内に個人保険の事務受託に向けた「事務サービスセンター」を開設し、保険事務受託事業の新たな拠点とする。

※ 新組織図につきましては、別紙をご参照ください。

【Ⅱ、人事異動】

１．役員の部

・新任・退任

代表取締役副社長 余部
あ ま べ

信也
のぶや

（現 日本生命保険相互会社）

執行役員 竹上
たけがみ

浩
こう

治
じ （現 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

兼 JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長）

退任（平成25年3月24日付） 西田
にしだ

誠一
せいいち

（現 取締役）

※代表取締役副社長 余部信也の取締役就任は、平成25年3月19日開催予定の臨時株主総会にて決定される予定です。

※代表取締役副社長 余部信也は、平成25年4月1日付で㈱ニッセイコンピュータの代表取締役社長に就任予定です。



・役員の担当・委嘱の変更

新役職・担当・委嘱 現役職・担当・委嘱 氏名

代表取締役副社長

担当 経営企画部、財務・経理部、人事・総務部
日本生命保険相互会社 余部

あまべ

信也
のぶや

取締役常務執行役員

担当 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部

委嘱 営業統括本部長

取締役常務執行役員

担当 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部、ＩＴ企画室

委嘱 CIO、営業統括本部長、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部長

弓削
ゆげ

公樹
こうき

常務執行役員

担当 事務ｻｰﾋﾞｽ事業本部

委嘱 事務ｻｰﾋﾞｽ事業本部長

常務執行役員

担当 財務・経理部、人事・総務部、ﾘｽｸ管理統括部、

監査室

加藤
かとう

隆彦
たかひこ

常務執行役員

担当 第二営業本部、年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

団保・共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

委嘱 営業統括副本部長、第二営業本部長

常務執行役員

担当 第二営業本部、年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

団保・共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

委嘱 営業統括副本部長、第二営業本部長、

年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

林
はやし

幹夫
みきお

執行役員

担当 ﾘｽｸ管理統括部、IT 企画室、監査室

委嘱 CIO

執行役員

担当 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部
藤木
ふじき

真一郎
しんいちろう

執行役員

担当 第三営業本部、ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

人材開発室、品質・生産管理部、ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部

委嘱 営業統括副本部長、第三営業本部長

執行役員

担当 第三営業本部、資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、人材開発室、

品質・生産管理部、ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部

委嘱 営業統括副本部長、第三営業本部長、

資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

佐藤
さとう

治夫
はるお

執行役員

担当 ＪＰ事業本部、個人保険ｼｽﾃﾑ事業部、

営業支援ｼｽﾃﾑ事業部、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

委嘱 ＪＰ事業本部長

執行役員

担当 ＪＰ事業本部、個人保険ｼｽﾃﾑ事業部、

営業支援ｼｽﾃﾑ事業部、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

委嘱 ＪＰ事業本部長

木下
きのした

雅裕
まさひろ

執行役員

担当 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部

委嘱 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

兼 JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
竹上
たけがみ

浩
こう

治
じ



２．職員の部

新役職 現役職 氏名

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長

兼 JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

JP 事業本部 主席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

兼 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 主席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
田浦 達広

第一営業本部 本部長 日本生命保険相互会社 田中 英明

第一営業本部 理事営業部長

兼 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
日本生命保険相互会社 米田 政彦

個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長

兼 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

兼 事務ｻｰﾋﾞｽ事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 新宅 正則

営業支援ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長

兼 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
営業支援ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 大川 敏夫

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 村上 章

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長
保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 第一営業本部 本部長
加藤 雅之

金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室 室長代理
金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室 金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ

ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ
真田 実

年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長代理 増田 祐一

団保・共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 室長

兼 事務ｻｰﾋﾞｽ事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

団保・共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 室長

兼 事務ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ設立準備室 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

徳永 正志

基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長代理
基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ

兼 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 企画総務ﾌﾞﾛｯｸ ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ
半田 大作



新役職 現役職 氏名

経営企画部 部長（平成 25 年 3 月 25 日付）

経営企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ

兼 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 上席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

兼 事務ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ設立準備室 上席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

水間 剛二

ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部 部長

兼 品質・生産管理部 部長

兼 IT 企画室 室長

兼 事務ｻｰﾋﾞｽ事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部 部長

兼 事務ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ設立準備室 室長

兼 品質・生産管理部 部長

兼 IT 企画室 室長

宮西 真司

【お問い合わせ先】

経営企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ TEL：03-5714-4624



＜別紙＞
ニッセイ情報テクノロジー株式会社組織図

コンサルティング本部

第二営業本部

特別事業推進室

ＪＰ事業本部

個人保険システム事業部

ビジネスソリューション事業部

保険ソリューション事業部

金融サービスソリューション室

資産運用ソリューション事業部

年金ソリューション事業部

団保・共済ソリューション事業部

ヘルスケアソリューション事業部

基盤ソリューション事業部

インフライノベーション事業部

次世代プロジェクト室

経営企画部

第一営業本部

監
査
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会

取
締
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会

社
長
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主
総
会

法務・コンプライアンス統括室

営業統括本部

第三営業本部

財務・経理部

人事・総務部

リスク管理統括部

品質・生産管理部

パートナー推進部

監査室

IT企画室

人材開発室

営業支援システム事業部

事務サービス事業本部


