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代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 3 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動について
決議致しましたので、お知らせ致します。
記
1. 異動の理由：
取締役退任 並びに 取締役新任
2. 異動の内容（平成 18 年 6 月株主総会日付）

【 現 】

【 新 】

(1) 代表取締役でなくなる者
◇ 小寺 明
◇ 竹森 二郎
◇ 北村 博

代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役

顧問
顧問
顧問

(2) 代表取締役になる者
◇
◇
◇
◇
◇

南谷
田中
古田
小林
塩見

陽介
茂治
貴信
洋一
崇夫

常務執行役員
常務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役
代表取締役常務取締役

尚、新任代表取締役の詳細につきましては、添付略歴をご参照願います。
以

上
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書

みなみたに
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陽
介
昭和２６年１月２４日生

１．昭和４９年 ３月

１．昭和４９年 ４月
１．昭和４９年 ４月
１．昭和５５年 ６月
１．昭和６１年 ６月
１．平成 元年 ４月
１．平成 元年 ８月
１．平成 元年１２月
１．平成 ４年１０月
１．平成 ６年 １月
１．平成 ７年 ４月
１．平成 ９年 ４月
１．平成１１年 ４月
１．平成１２年
１．平成１４年
１．平成１４年
１．平成１５年
１．平成１７年

４月
４月
６月
４月
４月

学
慶應義塾大学法学部卒業

歴

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 合成樹脂部ポリエチレン課
伊藤忠アメリカ会社（ニューヨーク駐在）
伊藤忠商事株式会社 合成樹脂貿易部合樹貿易第一課
同社 ポリオレフィン部ポリオレフィン第二課長代行
伊藤忠アメリカ会社（ニューヨーク駐在）
伊藤忠アメリカ会社（ヒューストン駐在）
伊藤忠インターナショナル会社（ヒューストン駐在）
伊藤忠商事株式会社 塩ビ合成ゴム部塩ビ課長
同社 業務部
同社 欧州企画統轄室長（ロンドン駐在）
（兼）伊藤忠欧州会社
同社 欧州経営企画部長（ロンドン駐在）
（兼）伊藤忠欧州会社（兼）伊藤忠スペイン会社社長
同社 無機化学品部長
同社 化学品部門長（兼）無機化学品部長
同社 執行役員就任
同社 化学品部門長
同社 常務執行役員就任
生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）化学品部門長
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たなか
しげはる
田
中
茂
治
昭和２７年３月７日生

１．昭和４９年 ３月

１．昭和４９年 ４月
１．昭和４９年 ４月
１．昭和５５年１２月
１．平成 元年 ５月
１．平成 ３年 ４月
１．平成 ４年１０月
１．平成 ６年１０月
１．平成 ９年 ４月
１．平成１０年 ４月
１．平成１３年 ４月
１．平成１４年 ４月
１．平成１４年
１．平成１４年
１．平成１６年
１．平成１７年

６月
６月
４月
４月

学
名古屋大学経済学部卒業

歴

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 名古屋支社食料部砂糖食品課
同社 食品部食品第一課
伊藤忠豪州会社（シドニー駐在）
伊藤忠アメリカ会社（ロスアンゼルス駐在）
伊藤忠インターナショナル会社（ロスアンゼルス駐在）
伊藤忠商事株式会社 食品流通第一部食品流通第一課長
同社 食品流通部長代行
株式会社ファミリーマート出向
伊藤忠商事株式会社 食品流通第一部長
（兼）食料経営企画部食料流通戦略室
同社 食料カンパニー プレジデント補佐（兼）食品流通第一事業部長
（兼）食料経営企画部食品安全管理室
同社 食料カンパニー プレジデント補佐（兼）食品流通第一事業部長
同社 執行役員就任
同社 食品流通部門長
同社 常務執行役員就任
食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）食品流通部門長
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たかのぶ
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昭和２６年３月１６日生

１．昭和４８年 ３月

１．昭和４８年
１．昭和４８年
１．昭和４９年
１．昭和５２年
１．昭和５３年
１．昭和６１年
１．平成 元年
１．平成 ４年

４月
４月
４月
４月
４月
３月
４月
３月

１．平成 ７年 ５月
１．平成１０年 １月
１．平成１２年 ４月
１．平成１２年１０月
１．平成１４年 ４月
１．平成１５年 ４月
１．平成１５年 ６月
１．平成１７年 ４月

学
一橋大学商学部卒業

歴

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 船舶第一部船舶第一課
同社 船舶第二部漁船課
同社 船舶第二部特殊船課
同社 船舶部船舶第二課
伊藤忠ギリシャ会社勤務（アテネ駐在）
伊藤忠ギリシャ会社 出向（アテネ駐在）
伊藤忠商事株式会社 船舶・海洋プロジェクト部
船舶・海洋プロジェクト第一課長代行
同社 船舶・海洋プロジェクト部船舶・海洋プロジェクト第一課長
同社 船舶・海洋プロジェクト部長代行
同社 船舶・化学プラント部長
同社 船舶海洋部長
同社 プラント・プロジェクト部門長代行（兼）船舶海洋部長
同社 プラント・プロジェクト部門長
同社 執行役員就任
同社 機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント(海外担当)
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一
昭和２４年７月２１日生

１．昭和４８年 ３月

学
神戸大学経営学部卒業

歴

１．昭和４８年 ４月
１．昭和４８年 ４月
１．昭和５０年 ５月
１．昭和５１年１１月
１．昭和５２年１０月
１．昭和５８年 ５月
１．昭和６３年 ４月
１．平成 元年 ４月
１．平成 ２年 ９月
１．平成 ６年 ４月
１．平成 ７年 ４月
１．平成１０年 ４月
１．平成１１年 １月
１．平成１４年 ７月
１．平成１４年１０月
１．平成１５年１０月
１．平成１６年 ６月

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 大阪人事部
同社 人事部海外研修生（ブラジル）
同社 鉄鉱石部鉄鉱石受渡チーム
同社 鉄鉱石部鉄鉱石第二課
伊藤忠ブラジル会社（リオデジネイロ駐在）
伊藤忠商事株式会社 鉄鉱石部鉄鉱石第二課長代行
同社 鉄鉱石部鉄鉱石第二課長
同社 鉄鉱石部鉄鉱石第一課長
同社 鉄鉱石部長代行（兼）鉄鉱石部鉄鉱石第一課長
伊藤忠豪州会社 パース事務所長 (パース駐在)
伊藤忠商事株式会社 鉄鉱石部長代行
同社 鉄鉱石部長
同社 金属資源部門長代行（兼）鉄鉱石部長
同社 金属資源部門長
同社 金属資源・石炭部門長
同社 執行役員就任
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しおみ
たかお
塩
見
崇
夫
昭和２７年１１月２５日生

１．昭和５０年 ３月

１．昭和５０年 ４月
１．昭和５０年 ４月
１．昭和５６年 ９月
１．昭和６１年 ８月
１．平成 元年１０月
１．平成 ２年１０月
１．平成 ４年１０月
１．平成 ７年 ４月
１．平成 ８年 ８月
１．平成１１年 ４月
１．平成１２年 ４月
１．平成１３年 ２月
１．平成１３年 ４月

１．平成１４年１０月
１．平成１６年 ４月
１．平成１６年 ６月
１．平成１７年 ４月

学
神戸大学経営学部卒業

歴

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 自動車第一部自動車第一課
同社 ロッテルダム支店
同社 自動車第一部自動車第一課
同社 自動車第一部自動車第一課長代行
同社 自動車第四部自動車第九課長代行
同社 自動車第四部自動車第九課長
同社 自動車第四部自動車第十四課長
同社 自動車部門開発チ−ム長（兼）業務部ＨＵＢ室
同社 自動車欧州・ＣＩＳ部長
同社 自動車業務戦略室長
同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長
同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長
（兼）金融・不動産・保険・物流カンパニー
チーフ インフォメーション オフィサー
同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長（兼）コンプライアンス室
同社 物流部門長
同社 執行役員就任
同社 金融部門長

