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2009年4月27日 

各 位 

会社名   株式会社 商船三井 

代表者名  代表取締役社長執行役員 芦田 昭充 

コード番号 ９１０４ 

東証・大証・名証各１部 福証 

問合せ先  広報室長 大貫 英則 

                           （03-3587-7015） 

 

役 員 人 事 内 定 の 件 
 

当社は、2009年6月23日以降の役員人事と業務分担を内定しましたのでお知らせします。本件

は、6月23日開催予定の定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。 

 

 

1. 取締役 

代表取締役の異動 

  （新）              （氏名）          (現) 

  代表取締役（副社長執行役員） 米谷 憲一   取締役 専務執行役員 

  代表取締役（副社長執行役員） 青木 陽一   取締役 専務執行役員 

 

新任取締役候補 

 (新)                          (氏名)     （現）     

取締役  （専務執行役員）  安岡 正文   専務執行役員 

取締役  （専務執行役員）  宍戸 敏孝   常務執行役員 

  取締役  （専務執行役員）  山本 竹彦   常務執行役員 

 

 退任   

 (現)             （氏名）    （退任後の就任予定先）  

    代表取締役 取締役会長    鈴木 邦雄   当社相談役 

  代表取締役（副社長執行役員） 小出 三郎   第一中央汽船株式会社 社長 

  代表取締役（副社長執行役員） 原田 英博   商船三井ﾃｸﾉﾄﾚｰﾄﾞ株式会社 社長 

 

  尚、執行役員兼務の取締役は執行役員も同時に退任する。 
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２．監査役 

  新任監査役候補        

（新）          （氏名）      （現） 

  常勤監査役         成田 純一    ロジスティクス事業部長   

       

  退任 

   （現）          （氏名）     （退任後の就任予定先） 

  常勤監査役         楠 宗久     商船三井ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 専務取締役 

 

 

３．執行役員 

職位の変更 

   （新）          （氏名）      （現） 

  副社長執行役員       米谷 憲一    専務執行役員 

  副社長執行役員       青木 陽一    専務執行役員 

専務執行役員        宍戸 敏孝    常務執行役員 

  専務執行役員        山本 竹彦    常務執行役員 

  常務執行役員        横田 健二    執行役員 

  常務執行役員        倉内 隆     執行役員 

  常務執行役員        山口 誠     執行役員 

  常務執行役員        永田 健一    執行役員 

                  

  新任執行役員候補 

  （新）           （氏名）     （現） 

  執行役員          吉田 清隆    技術部長  

  執行役員          八田 宏和    人事部長 

   執行役員          中島 正歳    不定期船部長 

  執行役員          橋本 剛     ＬＮＧ船部長 

     

  退任 

   (現)           （氏名）     （退任後の就任予定先） 

執行役員          本橋 邦明    ﾀﾞｲﾋﾞﾙ株式会社 監査役 

  

 

 



 3 

４. 6月23日以降の新体制 

（１）取締役・監査役 

  取締役 

                （氏名）  

  代表取締役         芦田 昭充 

  代表取締役         薬師寺 正和 

  代表取締役         米谷 憲一 

  代表取締役         青木 陽一 

  取締役           安岡 正文 

  取締役           武藤 光一 

  取締役           宍戸 敏孝 

  取締役           山本 竹彦 

取締役           小島 邦夫 

  取締役           石倉 洋子 

  取締役           小村 武 

  

 監査役   

 

  常勤監査役         溝下 和正 

  常勤監査役         成田 純一 

  監査役           堀田 健介 

  監査役           飯島 澄雄 

                  

（２）執行役員の業務分担及び職位委嘱  

   （役職）         （氏名）    （業務分担・職位委嘱） 

  代表取締役 

  社長執行役員        芦田 昭充 

 

  代表取締役 

副社長執行役員       薬師寺 正和   全般社長補佐（主に定航部） 

 

  代表取締役 

副社長執行役員       米谷 憲一    全般社長補佐（主に財務部、経理部）、 

総務部/営業調査室/ＩＲ室 
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代表取締役 

副社長執行役員       青木 陽一     全般社長補佐（主に技術部、油送船部、

ＬＮＧ船部）、人事部  

 

取締役 

専務執行役員        安岡 正文    鉄鋼原料船部管掌/不定期船部管掌 

 

取締役 

専務執行役員        武藤 光一    内部監査室/秘書室/経営企画部/ 

広報室/情報システム室 

              

取締役 

専務執行役員        宍戸 敏孝    自動車船部管掌 

 

取締役 

専務執行役員        山本 竹彦    グループ事業部、関西地区担当 

 

   常務執行役員        田中 宏     専用船部 

 

常務執行役員        佐藤 和弘    ＬＮＧ船部 

 

常務執行役員        喜多澤 昇        MOL(America)Inc. 

                   President/Chief Executive Officer 

 

常務執行役員        平塚 惣一    人事部/海上安全部/ 

ｴﾑ･ｵｰ・ｴﾙ･ｼｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社/ 

商船三井ﾀﾝｶｰ管理株式会社/ 

ｴﾑ･ｵｰ･ｴﾙｴﾇｼﾞｰ輸送株式会社、 

安全運航担当   

          

常務執行役員        渡辺 律夫     油送船部 

 

常務執行役員        横田 健二    技術部 

 

常務執行役員        倉内 隆     自動車船部 
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常務執行役員        山口 誠     不定期船部/ 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ室 

 

常務執行役員        永田 健一    鉄鋼原料船部 

 

執行役員           湊 哲哉      株式会社MOL JAPAN代表取締役社長、 

                       定航マーケティング担当 

  

執行役員          青砥 修吾      財務部/経理部 

                         

  執行役員          池田 潤一郎   定航部  

 

  執行役員          中井 和則    油送船部担当補佐 

 

  執行役員            田邊 昌宏     MOL(Europe) B.V. Managing Director 

 

    執行役員                   高橋 静夫       経営企画部長 委嘱 

 

  執行役員          根本 正昭    海上安全部担当補佐/ 

                          商船三井ﾀﾝｶｰ管理株式会社担当補佐/ 

         ｴﾑ･ｵｰ･ｴﾙｴﾇｼﾞｰ輸送株式会社担当補佐 

                               

  執行役員          吉田 清隆    技術部長 委嘱 

 

  執行役員          八田 宏和    人事部長 委嘱 

 

  執行役員          中島 正歳    不定期船部長 委嘱 

 

  執行役員          橋本 剛    ＬＮＧ船部長 委嘱 

 

以 上                   

 


