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２００７年５月７日 
住友商事株式会社 

 
 

２００７年度 役員人事に関する件 
 
 
本日開催の臨時取締役会において、会長・社長人事、及び ６月１日付で実施する執行役員 
人事、並びに 来る６月開催予定の定時株主総会に付議する人事をはじめとする役員人事が 

添付別紙のとおり決議されましたのでご通知致します。 
なお、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。 
 

記 
 
 
Ⅰ．会長・社長人事（６月定時株主総会後） 
 
Ⅱ．執行役員人事 
   １)  執行役員の分掌変更（６月１日付） ： ３名 
 
Ⅲ．取締役人事 

１） 新任取締役（６月定時株主総会後）（※） ： ４名 
２） 退任取締役（６月定時株主総会後） ： ５名 
３） 取締役の重任（６月定時株主総会後）（※）：  ８名 

 
Ⅳ．監査役人事 
  １）監査役の重任（６月定時株主総会後）（※） ： １名 
 
（※）6 月定時株主総会への付議事項 

 

 
【参考資料】 

Ⅰ．６月定時株主総会日以降の執行役員体制 ： ３８名 
Ⅱ．６月定時株主総会日以降の取締役会 ： １２名 

Ⅲ．６月定時株主総会日以降の監査役会 ： ５名 

Ⅳ．６月定時株主総会日以降の社長の経歴書 

Ⅴ．６月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者の経歴書 
 

以  上 
 

（問合せ先：広報部長 井場 満 03-5166-3089） 
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Ⅰ．会長・社長人事（６月定時株主総会後） 

 
 相談役     ： 宮原 賢次（現役職： 代表取締役会長） 

 代表取締役会長 ： 岡 素之 （現役職： 代表取締役社長） 

 代表取締役社長 ： 加藤 進 （現役職： 副社長執行役員） 

 

 

Ⅱ．執行役員人事 

１）  執行役員の分掌変更（６月１日付） ： ３名 

 

氏 名 新分掌 現分掌 

加藤 進 

副社長執行役員 

社長付 

副社長執行役員 

米州総支配人 

米国住友商事会社社長 

 

品川 道久 

 

代表取締役 専務執行役員 

米州総支配人 

米国住友商事会社社長 

代表取締役 専務執行役員 

資源・エネルギー事業部門長 

 

岡本 巖 

 

専務執行役員 

資源・エネルギー事業部門長 

専務執行役員 

コーポレート・コーディネーション 

オフィサー補佐 

 

Ⅲ．取締役人事 

 

１） 新任取締役（６月定時株主総会後）（※） ： ４名 

氏 名 新分掌 ６／１付分掌 

加藤 進 

 

代表取締役社長 

 

副社長執行役員 

社長付 

岡本 巖 
代表取締役 専務執行役員 

資源・エネルギー事業部門長 

専務執行役員 

資源・エネルギー事業部門長 

守山 隆博 
代表取締役 常務執行役員 

インフラ事業部門長 

常務執行役員 

インフラ事業部門長 

加納 岳 
代表取締役 常務執行役員 

生活産業･建設不動産事業部門長 

常務執行役員 

生活産業･建設不動産事業部門長 
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２） 退任取締役（６月定時株主総会後） ： ５名 

氏 名 新分掌 ６／１付分掌 

宮原 賢次 相談役 代表取締役会長 

瀬 修二 特別顧問 代表取締役 社長付 

新井 壽彦 顧問 代表取締役 社長付 

品川 道久 

専務執行役員 

米州総支配人 

米国住友商事会社社長 

代表取締役 専務執行役員 

米州総支配人 

米国住友商事会社社長 

森本 洋司 
常務執行役員 

関西ブロック長 

代表取締役 常務執行役員 

関西ブロック長 

 

３） 取締役の重任（６月定時株主総会後）（※） ： ８名 

現在の取締役１３名のうち、退任予定の宮原氏、瀬氏、新井氏、品川氏、森本氏の５名を

除く８名全員を取締役の候補とする。なお、取締役の全員を代表取締役とする。 

 

 

Ⅳ．監査役人事 

１） 監査役の重任（６月定時株主総会後）（※） ： １名 

田近 耕次 氏を監査役の候補とする。 

 

 

（※）６月定時株主総会への付議事項 
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【参考資料】 
 
Ⅰ．６月定時株主総会日以降の執行役員体制 ： ３８名 

       ＜○印： 取締役兼務執行役員＞ 

役位 氏 名 分 掌  
社  長 加藤 進  ○

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 

○

副社長執行役員 
（３名） 

中井戸 信 コーポレート・コーディネーションオフィサー ○

村 道男 東南・南西アジア総支配人  
品川 道久 米州総支配人 

米国住友商事会社社長 
 

岡本 巖 資源・エネルギー事業部門長 ○

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 

上海住友商事会社社長 

 

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．６月定時株主総会日以降の取締役会 ： １２名 

 
 氏  名 

代表取締役会長 岡 素之 

代表取締役社長 加藤 進 

代表取締役 副社長執行役員 大久保 憲三 

代表取締役 副社長執行役員 島崎 憲明 

代表取締役 副社長執行役員 中井戸 信 

代表取締役 専務執行役員 岡本 巖 

代表取締役 専務執行役員 柴原 誠 

代表取締役 専務執行役員 大森 一夫 

代表取締役 常務執行役員 井 伸吾 

代表取締役 常務執行役員 守山 隆博 

代表取締役 常務執行役員 加納 岳 

代表取締役 執行役員 松岡 嘉幸 

 

 

Ⅲ．６月定時株主総会日以降の監査役会 ： ５名 
 

 氏  名 
常任監査役 平沼 重巳 

監査役 福元 哲朗 

監査役（社外） 園部 逸夫 

監査役（社外） 田近 耕次 

監査役（社外） 原田 明夫 
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Ⅳ．６月定時株主総会日以降の社長の経歴書 

 

経  歴  書 

 

氏  名 ： 加藤 進（かとう すすむ） 

 

生年月日 ： １９４７年 ５月 ２１日生（本年６０才） 

 

出身地  ： 大阪府 

 

最終学歴 ： １９７０年 ３月  神戸大学 経済学部卒 

 
略  歴 ： 
      １９７０年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               鋼材貿易部（大阪） 

１９７９年 ５月 米国住友商事会社（ロスアンゼルス） 
１９８５年１２月 鋼材貿易第一部長付（東京） 
１９８９年 ６月 米国住友商事会社 

デトロイト支店（デトロイト） 
１９９１年 ４月 米国住友商事会社 

デトロイト支店（デトロイト） 
         MICHIGAN STEEL PROCESSING INC. 

   １９９６年 ９月 薄板貿易第二部副部長（東京） 
      １９９７年 ４月 薄板貿易第二部長（東京） 

１９９９年 ４月 理事就任 
鉄鋼第二本部副本部長（東京） 

 ２０００年 ４月 人事総務グループ長（東京） 
      ２０００年 ６月 取締役就任 
      ２００１年 １月 人事総務グループ長（東京） 
               業務グループ副グループ長 

２００１年 ４月 人事総務グループ長（東京） 
         業務グループ長 

      ２００２年 ７月 コーポレート・コーディネーションオフィサー（東京） 
      ２００３年 ４月 取締役 常務執行役員就任 
      ２００５年 ４月 取締役 専務執行役員就任 
               米州総支配人（ニューヨーク） 
               米国住友商事会社社長 
      ２００５年 ６月 専務執行役員就任 
      ２００７年 ４月 副社長執行役員就任 

 以  上 

 



 8

Ⅴ．６月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者の経歴書 

 

経  歴  書 

 

 

氏  名 ： 岡本 巖（おかもと いわお） 

 

生年月日 ： １９４６年 ６月 ２５日生（本年６１才） 

 

最終学歴 ： １９７０年 ３月  東京大学 法学部卒 

 
略  歴 ： 
      １９７０年 ４月 通商産業省 入省 
      １９９６年 ８月 資源エネルギー庁公益事業部長 
      １９９９年 ９月 基礎産業局長 

２００１年 １月 製造産業局長  
２００２年 ７月 資源エネルギー庁長官 
２００３年 ８月 退官 

 
２００３年 ８月 財団法人 産業研究所顧問 
２００３年１０月 国際協力銀行 理事 
 
２００５年１０月 住友商事株式会社 入社 
         常務執行役員就任 

            コーポレート・コーディネーションオフィサー補佐（東京） 
      ２００６年 ４月 専務執行役員就任 
 
 
 
 
 
 

 以  上 
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経  歴  書 

 

 

氏  名 ： 守山 隆博（もりやま たかひろ） 

 

生年月日 ： １９４８年 １２月 １日生（本年５９才） 

 

最終学歴 ： １９７３年 ３月  早稲田大学 商学部卒 

 
略  歴 ： 
      １９７３年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               物資業務部（東京） 
      １９７７年 ７月 電機部（東京） 
      １９８３年 ４月 電機第一部長付（東京） 

１９８７年 ６月 米国住友商事会社  
ロスアンゼルス支店（ロスアンゼルス） 

１９９３年 ６月 電力プロジェクト部長付（東京） 
１９９６年１２月 電力プロジェクト第三部副部長（東京） 

   １９９７年１０月 電力プロジェクト第三部長（東京） 
      ２０００年１２月 米国住友商事会社 

サンフランシスコ支店長（サンフランシスコ） 
兼 サンタクララ駐在員事務所長 

      ２００２年 ４月 理事就任 
米国住友商事会社 
ロスアンゼルス支店長（ロスアンゼルス） 
兼 ＳＣＯＡ機電第一部門長 
兼 ＳＣＯＡ機電第二部門長 

      ２００３年 ４月 電力プロジェクト本部長（東京） 
      ２００４年 １月 電力・エネルギープロジェクト本部長（東京） 
      ２００４年 ４月 執行役員就任 
      ２００６年 ４月 機電事業部門長補佐（東京） 

電力・エネルギープロジェクト本部長 
      ２００７年 ４月 常務執行役員就任 
               インフラ事業部門長（東京） 

 以  上 
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経  歴  書 

 

氏  名 ： 加納 岳（かのう たかし） 

 

生年月日 ： １９５０年 ５月 １９日生（本年５７才） 

 

最終学歴 ： １９７５年 ３月  大阪大学 工学部（修士）卒 

 
略  歴 ： 
      １９７５年 ４月 住友商事株式会社 入社 
               建設不動産業務部（東京） 
      １９７７年１０月 ビル事業部（東京） 
      １９８１年１０月 建設不動産開発室（東京） 

１９８２年 ５月 米国住友商事会社（ニュ－ヨ－ク） 
１９８９年 ２月 東京不動産開発室長付（東京） 

   １９９１年 ４月 東京不動産開発室長付（東京） 
            兼 みなとみらい２１プロジェクト企画室長付 

      １９９２年 ２月 東京不動産開発室参事（横浜） 
兼 みなとみらい２１プロジェクト企画室参事 
Ｔ・Ｒ・Ｙ９０事業者組合 

      １９９４年 ６月 みなとみらい２１事業部参事（横浜） 
Ｔ・Ｒ・Ｙ９０事業者組合 

１９９６年１２月 東京都市開発事業部参事（横浜） 
横浜シティ・マネジメント(株) 

      １９９８年１０月 海外不動産事業部長付（東京） 
１９９９年 ４月 東京ビル事業部副部長（東京） 

      １９９９年 ７月 東京ビル事業部長（東京） 
      ２００１年 ４月 ビル事業部長（東京） 
      ２００３年 ４月 理事就任 

建設不動産本部長（東京） 
      ２００４年 ４月 建設不動産本部長（東京） 
               総合建設開発部長 
      ２００５年 ４月 執行役員就任 
      ２００６年 ４月 生活資材･建設不動産事業部門長補佐 
      ２００７年 ４月 常務執行役員就任 
               生活産業・建設不動産事業部門長（東京） 

 

 以  上 


