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報道関係各位 

                                                                 朝日生命保険相互会社 

住友生命保険相互会社 

大同生命保険相互会社 

太陽生命保険相互会社 

富国生命保険相互会社 

三井生命保険相互会社 

明治生命保険相互会社 
安田生命保険相互会社 

 

企業年金の契約管理事務・システムに係る合弁会社の設立および役員人事について 

 

 朝日生命保険相互会社（社長、藤田 讓）、住友生命保険相互会社（社長、横山 進一）、大同生

命保険相互会社（社長、宮戸 直輝）、太陽生命保険相互会社（社長、吉池 正博）、富国生命保険

相互会社（社長、秋山 智史）、三井生命保険相互会社（社長、西村 博）、明治生命保険相互会社

（社長、金子 亮太郎）、安田生命保険相互会社（社長、宮本 三喜彦）[50 音順]の８社は、企業年

金（税制適格退職年金、厚生年金基金等）の契約管理に係わる事務・システム業務の受託会社を   

平成１３年１０月１日付で設立（営業開始は平成１４年４月を予定）する運びとなりましたので、

下記のとおりお知らせします。 

 

          ＜新会社概要＞ 

      （1）社名 

           ジャパン・ペンション・サービス株式会社 

           英文名 Japan Pension Service  Co.,Ltd． 

      （2）資本金 

           20億円 

      （3）株主 

           （出資比率）            

住友生命 明治生命 三井生命 朝日生命 大同生命 富国生命 安田生命 太陽生命 

33.5％ 33.5% 15% 4% 4% 4% 4% 2% 

      （4）本店所在地 

           大阪府大阪市中央区城見１丁目４番７０号 

      （5）代表者及び役員構成 

           代表取締役社長：小倉 輝正［現住友生命保険 年金契約部審議役］ 

           代表取締役副社長：中村 敏行［現明生システムサービス株式会社取締役 

                                        情報システム開発部長］ 

           代表取締役専務：瀧中 功［現三井生命保険 名古屋本部名古屋総務室長兼お客様サービ   

                                    ス本部名古屋コンサルティング・サービス室長］ 



          取締役（非常勤）：出資生保各社より１名（計８名） 

          監査役（常勤）  ：上野 浩嗣［現明治生命保険 財務審査部融資管理Ｇ 

                                       グループリーダー］ 

          監査役（非常勤）：住友生命、三井生命より各１名（計２名）       

     （6）役職員数 

          ３００名程度（派遣社員を含む） 

 

 

＜合弁会社設立の目的＞ 

  ａ．お客さまへのサービス提供力の強化 

      企業年金の制度受託生命保険会社８社の提携により、事務・システム資源を集約化すること

で、個社単独の資源に比べ、今後の企業年金に関わる新制度への対応力およびお客さまへのサ

ービス力を強化してまいります。 

※新型年金制度導入等による年金制度間のポータビリティやお客さまに対するディスクロー

ズの拡充等、企業年金に係るサービス対応力を強化し、お客さまへの最良のサービス提供

を目指します。 

  ｂ．生命保険会社での企業年金契約管理業務の効率化 

     システム資源の共同利用化、事務処理の集中化により、より一層の事務・システムの効率化

を図ってまいります。 

  ｃ．法制度改正に伴うシステム投資コストの圧縮 

   今後予定されている「確定給付企業年金法の施行」・「厚生年金保険法の改正」（※）等に

対応するシステムを共同開発することにより、システム投資コストを大幅に圧縮します。 

※予定されている法制度改正事項   新型企業年金（基金型／規約型）の創設、厚生年金基金 

                の在職老齢年金制度改正、総報酬制移行等 

 

 

            ＜新会社の主な業務＞～別紙参照～ 

ａ．税制適格退職年金に係わる契約管理保全業務（システム開発・保守を含む） 

ｂ．厚生年金基金に係わる契約管理保全業務（システム開発・保守を含む） 

ｃ．確定給付企業年金法にて制定される新型企業年金に係わる契約管理保全業務 

   （システム開発・保守含む）    

 

＜事業収支計画＞ 

  平成１４年度（Ｈ１４年４月～Ｈ１５年３月） 売上高（業務受託収入等）４,５００百万円 

    平成１５年度決算（営業開始後２年目）で単年度黒字化、平成１８年度決算（営業開始後５年 

 目）で累積損益の黒字化を目指します。 

 



～代表取締役履歴書～ 

 

                   ＜代表取締役社長＞ 

                     小倉  輝正（おぐら  てるまさ）    昭和１９年５月１９日生 

                   出身地    京都府 

                   学  歴    昭和４３年 ３月 京都大学 理学部 卒業 

職  歴 

                   昭和４３年 ４月 住友生命保険相互会社 入社 

                   平成  １年 ７月 同社 （本社）企業保険部次長兼企業保険設計課長 

                   平成  ３年１０月 同社 企業保険設計部長 

                   平成  ７年 ４月 同社 法人業務部審議役 

                   平成１１年 ４月 同社 企業保険契約部長 

                   平成１３年 ３月 同社 年金契約部審議役 

                   平成１３年１０月 ジャパン・ペンション・サービス（株） 

                                    代表取締役社長 

                    

                   ＜代表取締役副社長＞ 

                          中村  敏行（なかむら  としゆき） 昭和２３年８月２４日生 

                   出身地    東京都 

                   学 歴    昭和４６年３月  慶応義塾大学 文学部 卒業 

職  歴 

                   昭和４６年  ４月  明治生命保険相互会社 入社 

                   平成  ６年  ４月  同社 情報システム部次長 

                   平成  ８年  ４月  同社 システム管理部長 

                   平成１０年  ４月  明生システムサービス（株）取締役 

                   平成１３年１０月  ジャパン・ペンション・サービス（株） 

                                     代表取締役副社長 

                  

                   ＜代表取締役専務＞ 

                          瀧中  功（たきなか  いさお）    昭和２５年１１月２８日生 

                   出身地    兵庫県 

                   学  歴    昭和４９年 ３月 神戸大学 法学部 卒業 

職  歴 

                   昭和４９年 ４月 三井生命保険相互会社 入社 

                   平成  ３年  ３月 同社 トヨタ法人部営業管理課長 

                   平成  ７年  ４月 同社 企業保険管理部企業保険総務課長 

                   平成１１年 ４月 同社 法人業務部門企業保険総務グループマネージャー 

                   平成１２年１０月 同社 名古屋本部名古屋総務室長兼 

                                          名古屋トヨタ法人部副部長 

                   平成１３年 ４月 同社 名古屋本部名古屋総務室長兼お客さまサービス本部 

                                          名古屋コンサルティング・サービス室長 

                   平成１３年１０月 ジャパン・ペンション・サービス（株） 

                                    代表取締役専務 

 

以上 



                       

＜お問い合わせ先＞ 

 

           朝日生命保険相互会社  広報部広報グループ  影山  好伸             

                                 電話  ０３－５３２２－５４０６ 

 

           住友生命保険相互会社 （東京本社） 広報課  野呂  幸雄 

                                 電話  ０３－５５５０－４３３０ 

                                （本    社） 広報課  井崎  勝司 

                                 電話  ０６－６２２３－９５０４ 

                        

           大同生命保険相互会社   広報部（東京）     垣本  英彦 

                                 電話  ０３－３２８１－１１４８ 

                                 広報部（大阪）     塚田  晴久 

                                 電話  ０６－６４４７－６２５８ 

                        

           太陽生命保険相互会社   総務部             朝倉  正美 

                                 電話  ０３－３２３１－８６３４ 

                        

           富国生命保険相互会社   総務部   川崎  耕平・鈴木  隆 

                                 電話  ０３－３５９３－７４０２ 

                        

           三井生命保険相互会社   調査広報グループ   石川  義弘 

                                 電話  ０３－３２１３－０３０１ 

                        

           明治生命保険相互会社   企画部（弘報Ｇ）   永井  雅章  

                                 電話  ０３－３２８３－８０５４ 

                        

           安田生命保険相互会社   広報部           和田  総一郎 

                                 電話  ０３－３３４９－６１９５ 

             



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜厚生年金基金業務＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜厚生年金基金業務＞ 

ジャパン・ペンション・サービス（株）事業範囲 

                                         ＜各生保＞                             ＜ジャパン・ペンション・サービス（株）＞                                         

  

 
     ＜適格年金業務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜厚生年金基金業務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（事務所所在地は大阪） 

 
● 契約管理保全事務 
   制度管理・被保険者管理・収支管理 等 
 
●上記事務に伴うシステム開発・保守・運用 

別紙 

 
（事務所所在地は東京） 

 
● 契約管理保全事務 
   制度管理・被保険者管理・受給者管理 
   収支管理  等 
  
● 上記事務に伴うシステム開発・保守・運用 

  【ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ（株） 

    へ委託する事務】 

   契約管理保全事務 

適年事業本部 

【自社に残る業務】 

・コンサルティング、販売 

・契約締結業務(試算･制度変更･契約締結) 

・会計 

・年金数理 

・資産運用 

【自社に残る業務】 

・コンサルティング、販売 

・契約締結業務(試算･制度変更･契約締結) 

・会計 

・年金数理 

・資産運用 

  【ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ（株） 
    へ委託する事務】 

    契約管理保全事務 

 
 
● 新型年金の事務設計および契約管理 

保全業務の共同化 
● システム共同開発・保守・運用 

基金事業本部 

（総報酬制に対応したｼｽﾃﾑ共同開発含む） 

新型企業年金事業 
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