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２００７年２月２２日 
住友商事株式会社 

 
 

２００７年度 取締役・執行役員・理事人事に関する件 
 
 
本日開催の取締役会において、本年３月３１日付及び４月１日付で実施する取締役・ 
執行役員・理事人事が添付別紙のとおり決議されましたので、下記内容につきお知らせ 
致します。 
また、当社の取締役はすべて代表取締役であり、取締役人事に関しての記載はすべて 
代表取締役人事となります。 
なお、６月開催予定の定時株主総会に付議する取締役に関する人事については、後日 
取締役会で決定される予定です。 
 
 

記 
 
 
Ⅰ．執行役員人事（含む 取締役の分掌変更） 

１） 退任執行役員（３月３１日付） ： ２名 
２） 新任執行役員（４月１日付） ： ７名 
３） 執行役員の重任（４月１日付） ： ３２名 
４） 昇任執行役員（４月１日付） ： ８名 
５） 執行役員の分掌変更（４月１日付） 

 
 
Ⅱ．理事人事 

１） 新任理事（４月１日付） ： １５名 
２） 理事の分掌変更（４月１日付） 

 
 
Ⅲ．取締役・執行役員・理事人事に伴う関連人事（４月１日付） 
 
 
Ⅳ．機構改正（４月１日付） 
 

 
【参考資料】 

Ⅰ．４月１日時点の執行役員体制 ： ３９名 
Ⅱ．４月１日付 新任執行役員経歴書 

 
以  上 

 

（問合せ先：広報部長 井場 満 03-5166-3089） 
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Ⅰ．執行役員人事（含む 取締役の分掌変更） 

１） 退任執行役員（３月３１日付） ： ２名 

氏 名 新分掌（4 月 1 日以降） 現分掌 

瀬 修二 
代表取締役 社長付 代表取締役 副社長執行役員 

機電事業部門長 

新井 壽彦 
代表取締役 社長付 代表取締役 専務執行役員 

生活資材･建設不動産事業部門長 

 

 

２） 新任執行役員（４月１日付） ： ７名 

氏 名 新分掌 現分掌 

曽根 貴史 
執行役員 

通信･環境･産業インフラ事業本部長 

理事 

社会・産業インフラ事業本部長 

中村 仁 

執行役員 

フィナンシャル・リソーシズグループ長

補佐 

財務部長 

理事 

財務部長 

日高 直輝 

執行役員 

自動車金属製品本部長 

兼 住商スチール㈱  

理事 

自動車金属製品本部長 

兼 住商スチール㈱  

大橋 茂 
執行役員 

ライフスタイル・リテイル事業本部長 

理事 

ライフスタイル・リテイル事業本部長 

熊谷 泰雄 
執行役員 

生活資材本部長 

理事 

生活資材本部長 

土井 雅行 

執行役員 

東南・南西アジア総支配人補佐  

インドネシア住友商事会社社長 

兼 スラバヤ支店長 

ジャカルタ･プロジェクト統括事務所 

統括 

理事 

東南・南西アジア総支配人補佐  

インドネシア住友商事会社社長 

兼 スラバヤ支店長 

ジャカルタ･プロジェクト統括事務所 

統括 

降旗 亨 
執行役員 

資源第二本部長 

理事 

資源第二本部長 

 

 

３） 執行役員の重任（４月１日付） ： ３２名 

現在の執行役員３４名のうち、退任予定の瀬氏、新井氏の２名を除く３２名全員を 

執行役員に重任する。 
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４） 昇任執行役員（４月１日付） ： ８名 

氏 名 新分掌 現分掌 

加藤 進 

副社長執行役員 

米州総支配人  

米国住友商事会社社長 

専務執行役員 

米州総支配人  

米国住友商事会社社長 

柴原 誠 
代表取締役 専務執行役員 

金融･物流事業部門長 

代表取締役 常務執行役員 

金融･物流事業部門長 

森 修一 

専務執行役員 

欧州総支配人  

欧州住友商事グループＣＥＯ  

欧州住友商事ホールディング会社社長 

欧州住友商事会社社長 

常務執行役員 

欧州総支配人  

欧州住友商事グループＣＥＯ  

欧州住友商事ホールディング会社社長 

欧州住友商事会社社長 

大森 一夫 
代表取締役 専務執行役員 

輸送機・建機事業部門長 

代表取締役 常務執行役員 

輸送機・建機事業部門長 

守山 隆博 

常務執行役員 

インフラ事業部門長 

執行役員 

機電事業部門長補佐  

電力・エネルギープロジェクト本部長 

三浦 一朗 
常務執行役員 

人材･情報グループ長 

執行役員 

人材･情報グループ長 

加納 岳 
常務執行役員 

生活産業･建設不動産事業部門長 

執行役員 

生活資材･建設不動産事業部門長補佐 

中村 晴 
常務執行役員 

経営企画部長 

執行役員 

経営企画部長 

 

 

５） 執行役員の分掌変更（４月１日付） 

氏 名 新分掌 現分掌 

森本 洋司 
代表取締役 常務執行役員 

関西ブロック長 

代表取締役 常務執行役員 

生活産業事業部門長 

井 伸吾 

代表取締役 常務執行役員 

メディア・ライフスタイル事業部門長 

代表取締役 常務執行役員 

情報産業事業部門長  

メディア事業本部長 

石本 賢太郎 

常務執行役員 

生活産業・建設不動産事業部門長補佐 

食料事業本部長 

常務執行役員 

生活産業事業部門長補佐  

食料事業本部長 

荒井 俊一 

常務執行役員 

金属事業部門長補佐 

金属総括部長 

常務執行役員 

関西ブロック長 

大澤 善雄 
執行役員 

メディア事業本部長 

執行役員 

ネットワーク事業本部長 

松岡 嘉幸 
代表取締役 執行役員 

化学品・エレクトロニクス事業部門長 

代表取締役 執行役員 

化学品事業部門長 

 



 4

Ⅱ．理事人事 

１）新任理事（４月１日付） ： １５名 
氏 名 新分掌 現分掌 

坂野 正典 

理事 

人材･情報グループ参事 

㈱住友商事総合研究所 ＜同社社長＞ 

人材･情報グループ参事 

㈱住友商事総合研究所 ＜同社社長＞ 

吉元 利夫 

理事 

住友商事九州㈱社長 

九州･沖縄ブロック長 

住友商事九州㈱社長 

兼 九州･沖縄ブロック長 

首藤 照雄 

理事 

住友商事東北㈱社長  

東北支社長 

住友商事東北㈱社長  

兼 東北支社長 

中西 真佐裕 

理事 

自動車金属製品本部 副本部長  

兼 住商スチール㈱ 

自動車金属製品本部 副本部長 

兼 住商スチール㈱ 

岩崎  

理事 

自動車事業第一本部参事 

住商オートリース㈱ 

輸送機･建機総括部長 

坪田 昌幸 
理事 

生活産業･建設不動産総括部長 

生活資材･建設不動産総括部長 

幸 伸彦 

理事 
ライフサイエンス本部長 

ライフサイエンス本部 副本部長 
兼 住商アグロインターナショナル㈱ 
＜同社社長＞ 

小林 中 
理事 

エネルギー本部長 

エネルギー本部長補佐 

兼 石油製品部長 

小川 潔 
理事 

法務部長 

法務部長 

溝渕 寛明 

理事 

通信･環境･産業インフラ事業本部  

副本部長 

電力エネルギーソリューション事業部長 

兼 サミットエナジーホールディングス

㈱ ＜同社社長＞ 

国内電力事業部長 

兼 電力・エネルギープロジェクト 

本部長付  

兼 サミットエナジーホールディングス

㈱ ＜同社社長＞ 

藤浦 吉 
理事 

船舶･航空宇宙･車輌事業本部長 

米国住友商事会社 

SCOA 機電・情報産業グループ長 

佐竹 彰 

理事 

欧州総支配人補佐 

欧州住友商事グループ  

欧州コーポレート部門長 

欧州住友商事会社 

欧州住友商事グループ 

欧州コーポレート部門長 

欧州住友商事会社 
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氏 名 新分掌 現分掌 

関内 雅男 

理事 

鉄鋼第三本部 副本部長 

ステンレス部長 

兼 住商スチール㈱ 

ステンレス･線材特殊鋼部長  

兼 鉄鋼第三本部長付  

兼 住商スチール㈱ 

杉森 正人 
理事 

インフラ事業総括部長 

機電総括部長 

髙井 裕之 

理事 

金融事業本部 副本部長 

アセットマネジメント部長 

コモディティビジネス部長 

 

２）理事の分掌変更（４月１日付） 

氏 名 新分掌 現分掌 

亀岡 孝之 

理事 

非鉄金属製品本部参事 

サミット昭和アルミ㈱ ＜同社会長＞ 

理事 

金属総括部長 

清水 良彦 

理事 

船舶･航空宇宙･車輌事業本部参事 

㈱大島造船所 

理事  

船舶･航空宇宙･車輌事業本部長 

植村 穂 
理事 

資源・エネルギー事業部門長付 

理事 

エネルギー本部長 

吉川 隆弘 
理事 

化学品・エレクトロニクス総括部長 

理事 

ライフサイエンス本部長 

佐藤 剛 
理事 

輸送機･建機総括部長 

理事 

生活産業総括部長 

荒木 良司 

理事 

生活産業･建設不動産事業部門長付 

理事 

米国住友商事会社 

SCOA 生活産業グループ 

TBC CORPORATION  
兼 TREADWAYS CORPORATION 
  ＜同社会長 兼 CEO＞ 

林 正俊 
理事 

メディア・ライフスタイル総括部長 

理事 

情報産業総括部長 

松沢 慎也 

理事 

化学品・エレクトロニクス事業部門参事 

住友商事ケミカル㈱ 

理事 

化学品総括部長 

平尾 浩平 

理事 

電力･社会インフラ事業本部長 

理事 

電力・エネルギープロジェクト本部  

副本部長 

電力・プラント EPC 第二部長 
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氏 名 新分掌 現分掌 

露口 章 

理事 

ネットワーク事業本部長 

理事 

ネットワーク事業本部参事 

住商情報システム㈱ 

 

 

Ⅲ．取締役・執行役員・理事人事に伴う関連人事（４月１日付） 

 
氏 名 新分掌 現分掌 

明田 重樹 
線材特殊鋼部長 

兼 住商スチール㈱ 

高雄支店長 

石田 将人 

建設機械第三部長 

 

建設機械事業本部参事 

KOMATSU CANADA LTD. 
＜同社社長＞ 

矢野 淳一 電力・プラントEPC第二部長 電力・プラントEPC第二部 副部長 

中村 容明 
石油海外部長 

兼 石油製品部長 

石油海外部長 

岩永 弘一 コモディティビジネス部長 コモディティビジネス部長付 

神宮 淑光 

高雄支店長 鉄鋼第二事業企画部長付 

兼 鉄鋼第三事業企画部長付 

兼 自動車金属事業企画部長付 

兼 住商スチール㈱ 

関根 豊 

米国住友商事会社 

SCOA機電・情報産業グループ長 

 

建設機械第三部長 

 

 

 

  

 



Ⅳ．機構改正（４月１日付）

金属事業部門 金属事業部門

鉄鋼第三本部 鉄鋼第三本部

ステンレス・線材特殊鋼部 ステンレス部

線材特殊鋼部

輸送機・建機事業部門 輸送機・建機事業部門

機電事業部門 インフラ事業部門

機電総括部 インフラ事業総括部

社会・産業インフラ事業本部 通信･環境･産業インフラ事業本部

電力エネルギーソリューション事業部

電力・エネルギープロジェクト本部 電力・社会インフラ事業本部

国内電力事業部

情報産業事業部門 メディア･ライフスタイル事業部門

情報産業総括部 メディア･ライフスタイル総括部

メディア事業本部 メディア事業本部

ネットワーク事業本部 ネットワーク事業本部

エレクトロニクス本部 ライフスタイル・リテイル事業本部

化学品事業部門 化学品･エレクトロニクス事業部門

化学品総括部 化学品･エレクトロニクス総括部

基礎・電子機能化学品本部 基礎・電子機能化学品本部

ライフサイエンス本部 エレクトロニクス本部

ライフサイエンス本部

資源・エネルギー事業部門 資源・エネルギー事業部門

生活産業事業部門

生活産業総括部 生活産業･建設不動産事業部門

食料事業本部 生活産業･建設不動産総括部

ライフスタイル・リテイル事業本部 食料事業本部

生活資材･建設不動産事業部門 生活資材本部

生活資材･建設不動産総括部 建設不動産本部

生活資材本部

建設不動産本部

 金融・物流事業部門  金融・物流事業部門 

金融事業本部 金融事業本部

金融事業部 金融事業部

アセットマネジメント部

コモディティビジネス部 コモディティビジネス部

以　　上

(現行) (新）
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【参考資料】 
 
Ⅰ．４月１日時点の執行役員体制 ： ３９名 

       ＜○印： 取締役兼務執行役員＞ 

役位 氏 名 分 掌  
社  長 岡 素之  ○

大久保 憲三 金属事業部門長 ○

島崎 憲明 人材･情報グループ分掌 

フィナンシャル･リソーシズグループ分掌 

○

中井戸 信 コーポレート・コーディネーションオフィサー ○

副社長執行役員 
（４名） 

加藤 進 米州総支配人 

米国住友商事会社社長 
 

村 道男 東南・南西アジア総支配人  
品川 道久 資源・エネルギー事業部門長 ○

岡本 巖 コーポレート･コーディネーションオフィサー

補佐 
 

柴原 誠 金融･物流事業部門長 ○

森 修一 欧州総支配人 

欧州住友商事グループCEO 

欧州住友商事ホールディング会社社長 

欧州住友商事会社社長 

 

専務執行役員 
（６名） 

大森 一夫 輸送機･建機事業部門長 ○

森本 洋司 関西ブロック長 ○

井 伸吾 メディア・ライフスタイル事業部門長 ○

石本 賢太郎 生活産業・建設不動産事業部門長補佐 

食料事業本部長 
 

荒井 俊一 金属事業部門長補佐 
金属総括部長 

 

北川 信夫 中国総代表 
中国住友商事グループ CEO 

北京事務所長 
中国住友商事会社社長 
北京住友商事会社社長 

 

島津 嘉彦 CIS支配人 

欧州総支配人補佐 

モスクワ事務所長 

 

梶原 謙治 中部ブロック長  
佐藤 誠 輸送機･建機事業部門長補佐 

自動車事業第一本部長 

 

濵田 豊作 フィナンシャル・リソーシズグループ長  
守山 隆博 インフラ事業部門長  
三浦 一朗 人材･情報グループ長  
加納 岳 生活産業･建設不動産事業部門長  

常務執行役員 
（１３名） 

中村 晴 経営企画部長  
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役位 氏 名 分 掌  
佐々木 新一 中国副総代表 

中国住友商事グループ  

グループ CEO オフィサー 

中国金属部門長 

華東コーポレート部門長 

上海住友商事会社社長 

兼 南京事務所長 

 

川原 卓郎 内部監査部分掌 

コーポレート･コーディネーションオフィサー

補佐 ＜法務担当＞ 

 

大澤 善雄 メディア事業本部長  
松岡 嘉幸 化学品・エレクトロニクス事業部門長 ○

山田 光彦 資源第一本部長  
冨樫 和久 鉄鋼第二本部長 

兼 住商スチール㈱社長 

 

竹内 一弘 金融事業本部長  
石田 新一 建設機械事業本部長  
曽根 貴史 通信･環境･産業インフラ事業本部長  

中村 仁 
フィナンシャル・リソーシズグループ長補佐 

財務部長 

 

日高 直輝 
自動車金属製品本部長 

兼 住商スチール㈱  

 

大橋 茂 ライフスタイル・リテイル事業本部長  

熊谷 泰雄 生活資材本部長  

土井 雅行 

東南・南西アジア総支配人補佐  

インドネシア住友商事会社社長 

兼 スラバヤ支店長 

ジャカルタ･プロジェクト統括事務所統括 

 

執行役員 
（１５名） 

降旗 亨 資源第二本部長  

注）取締役は全て代表取締役 
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Ⅱ．４月１日付 新任執行役員経歴書 

 

２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 曽根 貴史（そね たかふみ） 

 

生年月日 ： １９４９年 １月 ３日生（本年５８才） 

 

最終学歴 ： １９７１年 ３月  同志社大学 商学部卒 

 
略  歴 ：１９７１年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               東京電機部（東京） 
      １９７６年 ２月 東京電機部（東京） 

兼 住商機電貿易㈱出向 
      １９７６年 ６月 電機部（東京） 
               住商機電貿易㈱出向 

１９７６年１１月 電機部（東京） 
１９７９年 ５月 電機第二部（東京） 
１９８０年 １月 イタリア住友商事会社（ミラノ） 
１９８６年 ６月 電機第二部長付（東京） 

   １９８９年 ４月 電力プロジェクト部長付（東京） 
      １９９０年１０月 ニューデリー事務所副長（ニューデリー） 

１９９４年 ４月 ニューデリー事務所次長（ニューデリー） 
      １９９４年 ９月 電力プロジェクト部長付（東京） 

１９９４年１０月 電力プロジェクト第一部長付（東京） 
１９９６年１２月 電力プロジェクト第一部副部長（東京） 
１９９７年 ８月 電力プロジェクト第一部長（東京） 

      ２００１年 ４月 インドネシア住友商事会社社長（ジャカルタ） 
     ２００２年 ２月 インドネシア住友商事会社社長（ジャカルタ） 
              兼 P.T. SUMMIT NIAGA 出向 

      ２００３年 ４月 理事就任 
      ２００４年 １月 インドネシア住友商事会社社長（ジャカルタ） 

ジャカルタ･プロジェクト統括事務所統括 
P.T. SUMMIT NIAGA 出向       

２００４年 ４月 通信・産業プロジェクト本部長（東京） 
２００６年 ４月 社会・産業インフラ事業本部長（東京） 

以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 中村 仁（なかむら まこと） 

 

生年月日 ： １９５１年 ９月 １９日生（本年５６才） 

 

最終学歴 ： １９７５年 ３月  東京大学 経済学部卒 

 
略  歴 ：１９７５年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               主計部（大阪） 
      １９７５年 ７月 主計部（東京） 
      １９８４年１０月 主計第一部（東京） 
      １９８５年 ４月 主計第一部長付（東京） 

１９９５年 １月 米国住友商事会社 SCOA 財経部（ニューヨーク） 
１９９８年 ９月 主計部長付（東京） 
１９９９年 ４月 生活物資経理部長（東京） 
２０００年１２月 主計部長（東京） 

   ２００３年 ４月 理事就任 
      ２００５年 １月 フィナンシャル･リソーシズグループ参事（東京） 
               ㈱ジュピターテレコム出向 

２００５年１０月 コーポレート･コーディネーションオフィサー付 

（東京） 
２００６年 ４月 財務部長（東京） 

 
以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 日高 直輝（ひだか なおき） 

 

生年月日 ： １９５３年 ５月 １６日生（本年５４才） 

 

最終学歴 ： １９７６年 ３月  東京大学 経済学部卒 

 
略  歴 ：１９７６年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               鋼材貿易第一部（東京） 
      １９８０年 ４月 鋼材貿易第二部（東京） 
      １９８５年 ３月 米国住友商事会社 シカゴ支店（シカゴ） 

１９８６年 ４月 米国住友商事会社 シカゴ支店副長代理（シカゴ） 
１９８８年 ７月 米国住友商事会社 シカゴ支店（デトロイト） 
         MICHIGAN STEEL PROCESSING INC．出向 
１９９１年１１月 鋼材貿易第二部長付（東京） 

   １９９２年１０月 厚板・条鋼貿易部長付（東京） 
      １９９５年 ４月 東京厚板・軌条部長付（東京） 

１９９７年 ４月 東京厚板部長付（東京） 

１９９８年 ２月 鉄鋼第一事業企画室長付（東京） 
１９９８年 ６月 鉄鋼第一事業企画室参事（オーバン） 
         AUBURN STEEL  CO.,  INC．出向 
２００１年 ４月 米国住友商事会社 シカゴ支店長（シカゴ） 
２００３年 ４月 理事就任 
２００３年 ９月 米国住友商事会社 SCOA 鋼材部門長（シカゴ） 
         兼 シカゴ店長 
２００５年 ４月 自動車金属製品本部長（東京） 
         兼 住商スチール㈱出向 
          

 
以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 大橋 茂（おおはし しげる） 

 

生年月日 ： １９４９年 ３月 １８日生（本年５８才） 

 

最終学歴 ： １９７３年 ３月  東京大学 法学部卒 

 
略  歴 ：１９７３年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               繊維貿易部（大阪） 
      １９７６年 ９月 東京繊維部（東京） 
      １９７８年 ４月 繊維部（東京） 

１９８０年 ４月 繊維貿易部（大阪） 
１９８４年 ４月 繊維貿易部長付（大阪） 
１９８４年 ４月 米国住友商事会社 

ロスアンゼルス支店副長代理（ロスアンゼルス） 
   １９９０年１２月 事業企画部長付（東京） 

      １９９２年 ５月 事業企画部参事（東京） 
               エス・シー・アパレル㈱出向 

１９９６年 ６月 消費流通事業部参事（東京） 
         エス・シー・アパレル㈱出向 

１９９８年 ６月 映像メディア事業部参事（東京） 
         ㈱ジュピター・プログラミング出向 
         兼 ジュピターショップチャンネル㈱出向 
２００４年 ４月 理事就任 
２００５年 ４月 メディア事業本部長（東京） 
２００６年 ４月 ライフスタイル･リテイル事業本部長（東京）          

 
 

以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 熊谷 泰雄（くまがい やすお） 

 

生年月日 ： １９５０年 ７月 ３１日生（本年５７才） 

 

最終学歴 ： １９７４年 ３月  東京大学 法学部卒 

 
略  歴 ：１９７４年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               東京建材部（東京） 

１９７９年１０月 セメント部（東京） 
１９８５年 ４月 セメント部長付（東京） 

   １９９１年１１月 台湾住友商事会社（台北） 
      １９９６年 ４月 建材部長付（東京） 

１９９６年 ７月 建材部長付（東京） 
         兼 住商建材㈱出向 

１９９９年 ４月 物資企画開発室長（東京） 
２０００年 １月 物資本部長付（東京） 
２０００年 ９月 物資本部長付（東京） 
         兼 住商建材㈱出向 
２００１年 ３月 セメント部長（東京） 
         兼 住商セメント㈱出向 
２００３年 ４月 生活資材本部長補佐（東京） 
         兼 セメント部長  
         兼 住商セメント㈱出向 
２００４年 ４月 理事就任 
         生活資材本部長（東京） 
     

以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 
氏  名 ： 土井 雅行（どい まさゆき） 
 
生年月日 ： １９５０年 １２月 １５日生（本年５７才） 
 
最終学歴 ： １９７４年 ３月  九州大学 工学部卒 
 
略  歴 ：１９７４年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               東京電機部（東京） 
      １９７９年 ２月 ジャカルタ事務所（ジャカルタ） 
      １９８０年 ４月 ジャカルタ事務所（スラバヤ） 

１９８２年 ２月 電機第一部（東京） 
１９８５年 ４月 電機第一部長付（東京） 
１９８９年 ４月 電力プロジェクト部長付（東京） 
１９９１年 ４月 イラン住友商事会社（テヘラン）  

   １９９３年 ７月 ジャカルタ事務所長付（ジャカルタ） 
      １９９５年１２月 電力プロジェクト第一部長付（東京） 

１９９７年 ８月 ジャカルタ事務所次長（ジャカルタ） 
１９９９年 ４月 インドネシア住友商事会社（ジャカルタ） 
２００１年 ７月 電力プロジェクト第一部長（東京） 
２００２年 ７月 電力プロジェクト第一部長（東京） 
         兼 電力プロジェクト本部長付 
         兼 サミット・パワー・ホールディングス㈱出向 
         兼 サミット・パワー・デベロップメント㈱出向 
２００４年 １月 電力・エネルギープロジェクト本部長補佐（東京） 
         兼 電力・プラント EPC 第一部長 
         兼 タンジュン･ジャティ B プロジェクト部長 
         兼 サミット･パワー･ホールディングス㈱出向 
         兼 サミット･パワー･デベロップメント㈱出向 
２００４年 ２月 電力・エネルギープロジェクト本部長補佐（東京） 
         兼 電力・プラント EPC 第一部長 
         兼 タンジュン･ジャティ B プロジェクト部長 
２００４年 ４月 理事就任 

エネルギー第二本部長（東京） 
２００５年 ４月 機電事業開発本部長（東京） 
２００６年 ４月 東南・南西アジア総支配人補佐（ジャカルタ） 
         インドネシア住友商事会社社長 
         ジャカルタ･プロジェクト統括事務所統括     
２００６年 ６月 東南・南西アジア総支配人補佐（ジャカルタ） 
         インドネシア住友商事会社社長 

 兼 スラバヤ支店長 
ジャカルタ･プロジェクト統括事務所統括      以  上 
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２００７年４月新任執行役員 

経  歴  書 
 

 

氏  名 ： 降旗 亨（ふりはた とおる） 

 

生年月日 ： １９５１年 １１月 ７日生（本年５６才） 

 

最終学歴 ： １９７５年 ３月  京都大学 工学部卒 

 
略  歴 ： 
      １９７５年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               鉄鉱石部（東京） 
      １９８２年 ６月 ブラジルにおける海外語学研修生 
      １９８３年 ７月 ブラジル住友商事会社  

リオデジャネイロ支店（リオデジャネイロ） 
１９９０年１０月 鉄鉱石部長付（東京） 
１９９６年 ４月 鉄鉱石・金属炉材部長付（東京） 
１９９６年１２月 鉄鉱石・金属炉材部長付（東京） 
         兼 鉄鋼第一事業企画室長付 
１９９７年 ４月 鉄鋼原料部長付（東京） 
         兼 鉄鋼第一事業企画室長付  

   １９９８年 ７月 鉄鋼第一事業企画室長（東京） 
            兼 鉄鋼原料部副部長 

２００１年 ４月 金属 EC 開発部長（東京） 
         兼 鉄鋼第一事業企画部長 
２００１年 ５月 鉄鋼第一事業企画部長（東京） 
２００１年 ８月 資源本部長補佐（東京） 
２００２年 ７月 石炭部長（東京） 
２００５年 ４月 理事就任 
         資源第二本部長（東京） 

 

以  上 
 

 




