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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 20 年 6 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動に

ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動（平成 20 年 6 月 25 日付） 

 

【 新 】    【 現 】 

 

◇ 井上 裕雄  代表取締役常務取締役  常務執行役員 

 

◇ 岡田 賢二  代表取締役常務取締役  常務執行役員 

 

◇ 髙柳 浩二  代表取締役常務取締役  常務執行役員 

 

◇ 菊地 哲  代表取締役常務取締役  常務執行役員 

 

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 

 



履   歴   書 

 

  

 

                                                          いのうえ       ひろお 

                                                       井  上  裕  雄 

                                                         昭和２７年８月２１日生 

 

学       歴 

１．昭和５０年 ３月   早稲田大学理工学部卒業 

                                                                
職       歴 

１．昭和５０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１．昭和５０年 ４月 同社 産業電子機器部産業電子機器第三課 
１．昭和５９年 ６月 伊藤忠エレクトロニクス（株）出向（東京駐在） 
１．昭和６３年 ７月 ＷＧーＣＩＥ出向（デュッセルドルフ駐在） 
１．平成 元年 ４月 ＷＧ－ＣＩＥ出向  (PROKURIST)（デュッセルドルフ駐在） 
１．平成 ６年 ５月 伊藤忠商事株式会社 情報産業・メカトロシステム部事業総括チ－ム長代行 
１．平成 ７年 ４月 同社 情報産業・メカトロシステム部情報産業第一課長代行 
１．平成 ８年 ６月 同社 情報産業・メカトロシステム部情報産業第一課長 
１．平成 ９年 ４月 同社 情報産業事業部情報産業第一課長 
１．平成 ９年１０月 ＩＴＩ出向(DIRECTOR & PRESIDENT)(サンタクララ駐在) 
１．平成１１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長代行 
                               （兼)情報産業ビジネス部情報産業第三課長 
１．平成１２年 ２月 同社 情報産業ビジネス部長代行 
                               （兼)情報産業ビジネス部情報産業第三課長 
                               （兼)ネットベンチャー開発室長 
１．平成１２年 ８月 同社 情報産業ビジネス部長 
                               （兼)ネットベンチャー開発室長 
１．平成１４年 ４月 同社 情報産業部門長代行 
                               （兼)情報産業ビジネス部長 
１．平成１５年 ４月 同社 情報産業部門長 
                               （兼)情報産業ビジネス部長 
１．平成１５年 ６月 同社 執行役員就任 
１．平成１５年１０月 同社 情報産業部門長 
１．平成１８年 ４月 同社 常務執行役員就任 
      宇宙・情報・マルチメディアカンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

１．平成１９年 ４月 同社 ITOCHU DNA プロジェクト室長 
      (兼)営業分掌役員補佐（開発担当） 
      (兼)先端技術戦略室長 
      (兼)先端技術戦略室コンプライアンス責任者 
１．平成２０年 ４月 同社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー プレジデント 
１．平成２０年 ６月 同社 常務取締役就任 
 
 
 

以上 



履   歴   書 

 

 

 

お か だ  け ん じ 

岡 田 賢 二 

昭和２６年３月２３日生 

 

 

学       歴 

１．昭和４９年 ３月 千葉大学工学部 卒業 

 

職       歴 

１．昭和４９年 ４月 伊藤忠商事株式会社 入社 

１．昭和４９年 ４月 同社 名古屋支社建設部住宅課 

１．昭和６３年 ４月 同社 建設第二部建設第四課長代行 

１．平成 ２年 ４月 同社 建設第二部建設第八課長代行 

   （兼）建設第二部建設第四課長代行 

１．平成 ３年 ４月 同社 建設第二部建設第八課長 

１．平成 ３年１０月 同社 建設開発第二部建設開発第七課長 

１．平成 ４年 ４月 同社 建設開発第二部建設開発第四課長 

１．平成 ６年 ４月 同社 業務部 

１．平成１０年 ４月 同社 建設事業部住宅事業課長 

１．平成１０年１０月 同社 建設事業部建設事業第二課長 

   （兼）建設事業部ＰＦＩ事業推進室長 

１．平成１１年 ４月 同社 建設部長代行 

   （兼）建設部ＰＦＩ事業推進室長 

１．平成１２年 ７月 同社 建設部長 

   （兼）建設部ＰＦＩ事業推進室長 

１．平成１５年 ４月 同社 建設・不動産部門長補佐 

１．平成１６年 １月 同社 建設・不動産部門長補佐 

   （兼）大阪建設部長 

１．平成１６年 ４月 同社 建設・不動産部門長 

１．平成１７年 ６月 同社 執行役員就任 

１．平成１９年 ４月 同社 金融・不動産・保険・物流カンパニー  
   エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼）建設・不動産部門長 

１．平成１９年１１月 同社 金融・不動産・保険・物流カンパニー  
   エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼）建設・不動産部門長 

  （兼）建設・不動産部門内部統制プロジェクト改善責任者 
１．平成２０年 ４月 同社 常務執行役員就任 

金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント 

１．平成２０年  ６月  同社  常務取締役就任  

 

 

 

 

以上 



履   歴   書 

 

 

 

たかやなぎ こうじ 

髙 柳 浩 二 

昭和２６年１１月４日生 

 
 

学       歴 

１．昭和５０年 ３月 早稲田大学理工学部 卒業 

 

職       歴 

１．昭和５０年 ４月 伊藤忠商事株式会社 入社 

１．昭和５０年 ４月 同社 石油製品第一部ガス課 

１．昭和５４年１０月 同社 シンガポール支店（シンガポール駐在） 

１．昭和５９年 ４月 ＣＩＰＣＯＳＰＲ出向（シンガポール駐在） 

１．昭和５９年１０月 伊藤忠商事株式会社 ガス部ガストレードチーム 
  （兼）ガス部ガス第一課 
１．平成 ３年 ４月 同社 石油プロジェクト開発室リファイナリ－開発チ－ム長代行 

１．平成 ４年 ４月 同社 石油プロジェクト開発室リファイナリ－開発チ－ム長 

１．平成 ５年 ４月 同社 エネルギ－プロジェクト室 

１．平成 ７年 ６月 同社 化学品担当役員付 
   （兼）エネルギー担当役員付 
   （兼）基礎産業グル－プ企画統轄室 
１．平成 ９年 ４月 同社 エネルギー・化学品経営企画部エネルギー企画チーム長 

１．平成１０年 ５月 同社 原重油部長代行 

１．平成１０年 ７月 同社 原重油部長代行 
   （兼）原重油部石油特殊製品・原料課長 
１．平成１０年１０月 同社 原重油部長 
   （兼）原重油部潤滑油チーム長 
１．平成１１年 ４月 同社 原重油部長 
   （兼）エネルギー・化学品カンパニー チーフインフォメーションオフィサー 

１．平成１２年 ４月 同社 エネルギー貿易部長 

１．平成１４年 ７月 同社 エネルギー部門長代行 
  （兼）エネルギー貿易部長 
１．平成１５年 ４月 同社 エネルギー部門長代行 
  （兼）エネルギー販売部長 
１．平成１５年１０月 伊藤忠エネクス㈱出向 

１．平成１６年 ４月 伊藤忠商事株式会社 エネルギートレード部門長 

１．平成１７年 ６月 同社 執行役員就任 

１．平成１８年 ６月 同社 エネルギートレード部門長 
     （兼）エネルギートレード部門ITOCHU DNA プロジェクト責任者 
１．平成１９年 ４月 同社 金属・エネルギーカンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 
  （兼）エネルギートレード部門長 
  （兼）エネルギートレード部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 
１．平成１９年１１月 同社 金属・エネルギーカンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 
  （兼）エネルギートレード部門長 
  （兼）エネルギートレード部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 
  （兼）エネルギートレード部門内部統制プロジェクト改善責任者 
１．平成２０年 ４月 同社 常務執行役員就任 
  生活資材・化学品カンパニー プレジデント 
１．平成２０年 ６月  同社 常務取締役就任 
 
 
 

以上 



履   歴   書 

 

  

 
きくち     さとし 
菊  地  哲 
昭和２７年１２月２９日生 

 

学       歴 

１．昭和５１年 ３月 東京大学法学部卒業 

 

 

職       歴 

１．昭和５１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１．昭和５１年 ４月 同社 エネルギー総括部タンカー課 

１．昭和５６年１０月 シーアイタンカー（株）出向 

１．昭和５８年 ２月 シーアイマリン（株）出向 

１．昭和６０年 ８月 伊藤忠商事株式会社 原油部原油第三課 

１．昭和６２年 ５月 ＣＩＰＣＯ（Ｕ．Ｋ．）出向（ロンドン駐在） 

１．平成 ５年 ４月 ＩＰＣ／ＵＫ出向（ロンドン駐在） 

１．平成 ５年 ５月 伊藤忠商事株式会社 石油トレ－ド開発室ロシア・欧州チ－ム長代行 

１．平成 ７年 ４月 同社 石油トレ－ド部石油トレードプロジェクトチーム長 

１．平成 ７年１０月 同社 原重油部原油課長 

１．平成 ９年 ５月 同社 マスカット事務所長（マスカット駐在） 

１．平成１３年 １月 伊藤忠マリン（株）出向（専務取締役） 

１．平成１３年 ４月 伊藤忠マリン（株）出向（代表取締役社長） 

１．平成１４年 ７月 伊藤忠ペトロリアム（株）出向（代表取締役社長） 

１．平成１６年 １月 伊藤忠商事株式会社 金属・エネルギー経営企画部長代行 

１．平成１６年 ４月 同社 金属・エネルギー経営企画部長 

１．平成１８年 ４月 同社 業務部 

１．平成１８年 ５月 同社 業務部長 

１．平成１８年 ６月 同社 執行役員就任 

１．平成１９年 ７月 同社 業務部長 

   （兼）業務部ITOCH DNA プロジェクト責任者 

１．平成２０年 ４月 同社 常務執行役員就任 

   経営企画担当役員 

   （兼）チーフ インフォメーション オフィサー 

   （兼）業務部長 

   （兼）業務部内部統制統括責任者 

   （兼）業務部ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

１．平成２０年 ６月 同社 常務取締役就任  

 

 

以上 
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