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２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

   氏  名 ： 矢 野 雅 英 （やの まさひで） 

   生年月日 ： １９４８年１０月２４日生（６１才） 

   学  歴 ： １９７１年 ３月 神戸大学法学部 卒業 

   略  歴 ： １９７１年 ４月 三菱商事株式会社入社（資材第一部） １９７３年 ３月 神戸支店 １９７３年１２月 釜山連絡事務所 １９７８年 ４月 資材第一部 １９８０年 ７月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） １９８１年１０月 MCF Footwear Corp.出向（ニューヨーク） １９８５年 ２月 窯業資材部 １９９０年 ４月 社長室会事務局 １９９３年 ６月 繊維・資材担当役員付 １９９５年１０月 セラミックス・ミネラル部 １９９６年 １月 セラミックス・ミネラル部長 １９９７年 ４月 工業資材部長 ２０００年 ３月 韓国三菱商事会社社長（ソウル） ２０００年 ４月 参与昇役 ２００４年 ４月 執行役員就任、繊維本部長 ２００６年 ４月 常務執行役員昇役、生活産業グループ COO （兼）ライフスタイル本部長 ２００８年 ４月 生活産業グループ CEO 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

   氏  名 ： 鍋 島 英 幸 （なべしま ひでゆき） 

   生年月日 ： １９５０年 １月２２日生（６０才） 

   学  歴 ： １９７２年 ３月 早稲田大学商学部 卒業 

   略  歴 ： １９７２年 ４月 三菱商事株式会社入社（情報開発室） １９７８年１１月 自動車部 １９８２年 ２月 ナイジェリア三菱商事会社（ラゴス） １９８３年１０月 自動車第二部 １９８４年１２月 自動車第一部 １９８５年 ３月 Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.出向（バンコック）  １９９２年 ２月 自動車第四部 １９９５年１０月 機械担当役員付 １９９７年 １月 社長室会事務局 １９９９年 ５月 自動車第五部長 １９９９年１０月 自動車第四部長 ２００１年 ４月 機械グループ CEO オフィス ２００３年 ４月 機械グループ CEO オフィス室長 ２００４年  ３月  経営企画部長 ２００４年 ４月 執行役員就任 ２００７年 ４月 常務執行役員昇役、機械グループ CO-CEO ２００７年 ６月 代表取締役（兼）常務執行役員就任 ２００８年 ６月 常務執行役員、機械グループ CO-CEO 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 永 井 康 雄 （ながい やすお） 

   生年月日 ： １９５２年２月５日生（５８才） 

   学  歴 ： １９７５年  ３月  東京大学工学部（原子力工学科）卒業 １９７７年 ３月 東京大学工学系大学院（原子力工学専攻科）卒業 

                    略  歴 ： １９７７年 ４月 三菱商事株式会社入社（原動機部） １９８５年  ６月  ロンドン支店 １９８８年  ４月  英国三菱商事会社（ロンドン） １９９３年  ３月  重電機部 ２００３年  ４月  重電機本部 重電機ユニットマネージャー ２００６年  ４月  関西支社 副支社長 ２００７年  ４月  理事就任、重電機本部長 

 以   上   
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 ２０１０年２月１９日 三菱商事株式会社 
２０２０２０２０１０１０１０１０年度役員人事年度役員人事年度役員人事年度役員人事等等等等のののの件件件件    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．執行役員執行役員執行役員執行役員・・・・取締役取締役取締役取締役    

１１１１....新任執行役員新任執行役員新任執行役員新任執行役員::::４４４４月月月月１１１１日日日日付付付付    氏 名 新 現 永井 康雄 常務執行役員 国内統括(副)(兼)関西支社長 理事 重電機本部長 垣内 威彦 執行役員 農水産本部長 

農水産本部長 大河 一司 執行役員 インフラプロジェクト本部長 

プラント・産業機械事業本部付 河村 芳彦 執行役員 

IT サービス本部長 

IT サービス事業開発本部長 廣田 康人 執行役員 総務部長 総務部長 平野  肇 執行役員 石油事業本部長 

三菱商事石油㈱出向（取締役 常務執行役員） 廣本 裕一 執行役員 産業金融事業本部長 

産業金融事業本部 副本部長 西浦 完司 執行役員 金属グループ CEO オフィス室長 

金属グループ CEO オフィス室長 喜代吉龍也 執行役員 汎用化学品第一本部長 

汎用化学品本部 オレフィン・アロマユニットマネージャー(兼)アンモニアユニットマネージャー 

    

２２２２．．．．昇役執行役員昇役執行役員昇役執行役員昇役執行役員：：：：４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付    氏 名 新 現 上田 良一 取締役(兼)副社長執行役員 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO） 矢野 雅英 取締役(兼)副社長執行役員 生活産業グループ CEO、国内統括 

常務執行役員 生活産業グループ CEO 鍋島 英幸 取締役(兼)副社長執行役員 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 

常務執行役員 機械グループ CO-CEO 
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 氏 名 新 現 小島 信明 常務執行役員 地球環境事業開発部門 CEO 

執行役員 新エネルギー事業開発本部長 水野 正幸 常務執行役員 アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表 

執行役員 石油事業本部長 白木 清司 常務執行役員 機械グループ COO 

執行役員 プラント・産業機械事業本部長 森山  透 常務執行役員 生活産業グループ COO 

執行役員 生活産業グループ CEO 補佐（次世代事業開発担当）(兼)次世代事業開発ユニットマネージャー 

 

３３３３．．．．新任取締役新任取締役新任取締役新任取締役：：：：    ６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 矢野 雅英 取締役（兼）副社長執行役員 副社長執行役員（4 月 1 日付） 鍋島 英幸 取締役（兼）副社長執行役員 副社長執行役員（4 月 1 日付） 永井 康雄 取締役（兼）常務執行役員 常務執行役員（4 月 1 日付） 今野 秀洋 取締役（社外） 特別顧問 

    

４４４４．．．．退任執行役員退任執行役員退任執行役員退任執行役員・・・・取締役取締役取締役取締役：：：：    

((((３３３３月末日付月末日付月末日付月末日付))))    氏 名 新 現 武井  実 退任 執行役員 

    

((((６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付))))    氏 名 新 現 上野 征夫 退任（同日付で常任監査役就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 井上  彪 退任（同日付で常任顧問就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 吉村 尚憲 退任（同日付で常任顧問就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 勝村  元 退任 常務執行役員 寺村 元伸 退任 常務執行役員 堤  富男 退任 取締役（社外） （注）小宮 修は、6 月 24 日総会日付で取締役退任、常務執行役員を継続する （4 月 1 日付 機械グループ CEO 就任）。 
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５５５５．．．．退任監査役退任監査役退任監査役退任監査役：：：：６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 新開 友三 退任 常任監査役 

    

６６６６．．．．新任監査役新任監査役新任監査役新任監査役：：：：６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 上野 征夫 常任監査役 取締役(兼)副社長執行役員 

    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．理理理理    事事事事    

１１１１．．．．新任理事新任理事新任理事新任理事：：：：４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付    氏 名 現役職（2/19 現在） 森  和之 天然ガス事業第一本部長 真田 佳幸 経営企画本部 連結経営推進部長 斉藤  裕 米国三菱商事会社 機械部門担当 SVP 黒井 義博 経営企画本部 IR 部長 小形 明誠 新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業開発本部 新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業第一ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉澤 義仁 コーポレート部門コントローラー 近藤 正樹 伯国三菱商事会社社長 中里  誠 モスコ－事務所長 大村 哲明 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 野間  治 監査役室長 百崎 鉄朗 三菱商事（上海）有限公司 中川 弘志 T.I.S.出向（PRESIDENT） 小椋 和平 台湾三菱商事会社社長 宮下  修 農水産本部 糖質ユニットマネージャー 中村 浩之 物流サービス本部 物流事業ユニットマネージャー 矢作 祥之 ㈱ローソン出向（取締役 専務執行役員） 
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２２２２．．．．退任退任退任退任理事理事理事理事：：：：    

（（（（３３３３月末日付月末日付月末日付月末日付））））    氏 名 現役職（2/19 現在） 金森  廣 化学品グループ CEO オフィス室長 

（（（（６６６６月月月月末日付末日付末日付末日付））））    氏 名 現役職（2/19 現在） 西端 義仁 監査部長 多田  稔 金属グループ CEO 補佐 木村 雅敏 北海道支社長 濱野 孝夫 九州支社長 高田  修 東北支社長 今井 鉄郎 欧阿中東 CIS 副統括（中東） 木下 真一 北越紀州製紙㈱出向（取締役） 斎藤  真 メキシコ三菱商事会社社長 長井 哲朗 ㈱メタルワン出向（副社長執行役員） 関  和夫 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 
    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．関連人事関連人事関連人事関連人事    （３月１日付） 新 現 氏名 コーポレートスタッフ部門付 三菱商事フィナンシャルサービス㈱出向（代表取締役社長） 執行役員 武井  実 コントローラー（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱ （代表取締役社長） 

コントローラー 執行役員 安藤 一郎 （３月末日付） 新 現 氏名 化学品グループ付 化学品グループ CEO オフィス室長 

理事 金森  廣 化学品グループ CEO オフィス室長 

汎用化学品本部 クロールアルカリユニットマネージャー 

 萩原  剛 汎用化学品本部 クロールアルカリユニットマネージャー 

汎用化学品本部 クロールアルカリユニット 

 吉田  毅  
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（４月１日付） 新 現 氏名 任を解く コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR担当、IT サービス事業開発管掌 取締役 副社長執行役員 上野 征夫 任を解く 食料資源戦略・消費市場戦略管掌、顧客開発管掌、国内統括 

取締役 副社長執行役員 井上  彪 任を解く 資源・エネルギー戦略管掌 取締役 副社長執行役員 吉村 尚憲 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 機械グループ CO-CEO 取締役（6 月総会日付） 副社長執行役員 鍋島 英幸 

IT サービス本部長 

 

IT サービス事業開発本部長 執行役員 河村 芳彦 ロジスティクス総括部長 物流サービス本部 物流事業ユニットマネージャー 

理事 中村 浩之 連結経営基盤整備担当補佐(兼)ビジネスサービス部門CEO補佐(兼)コーポレート部門CIO 

ITサービス事業開発管掌役員補佐(兼)CIO補佐(兼)コーポレート部門CIO 

 畑  伸郎 ビジネスサービス部門CEO補佐（人事担当） 

人事部長代行  泉田 龍吾 地球環境事業開発部門 CEO 

 

新エネルギー事業開発本部長 常務執行役員 小島 信明 新エネルギー・電力事業本部長 新エネルギー事業開発本部 新エネルギー事業第一ユニットマネージャー 

理事 小形 明誠 新エネルギー・電力事業本部 副本部長(兼)海外電力事業ユニットマネージャー 

重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 

 佐久間 浩 地球環境事業開発部門CEO補佐 環境・水事業開発本部長 理事 慶田 一郎 環境・水事業本部長 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

執行役員 浅井 恵一 地球環境事業開発部門CEOオフィス室長(兼)コーポレート担当役員（企画・業務）付 

総務部  平井 康光 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

コーポレート担当役員（CFO） 取締役 副社長執行役員 上田 良一 コーポレート担当役員（企画・業務） 

コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌 

取締役 常務執行役員 中原 秀人 コーポレート担当役員（総務、法務、人事） 

コーポレート担当役員（人事） 取締役 常務執行役員 伊与部恒雄 監査・内部統制担当役員 コーポレート担当役員（業務改革・内部統制）、ITサービス事業開発管掌（CIO） 

取締役 常務執行役員 藤村  潔 
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（４月１日付） 新 現 氏名 コーポレート担当役員補佐 （企画担当） 

経営企画本部 国際戦略研究所長 

執行役員 藤山 知彦 コーポレート担当役員補佐 （業務担当） 

コーポレート担当役員補佐 （地域戦略担当） 

理事 植月 晴夫 コーポレートスタッフ部門付 監査部長 理事 西端 義仁 監査部長 コーポレート部門コントローラー 

理事 吉澤 義仁 コーポレート部門管理部長 業務改革・内部統制推進部長  増  一行 業務部長 シンガポール支店長  北川 靖彦 主計部長（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱（代表取締役社長） 

コントローラー（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱ （代表取締役社長） 執行役員 安藤 一郎 自動車事業本部付 経営企画本部 IR部長 

 

理事 黒井 義博 
IR部長 MC FINANCE PLC 出向  大河原 誠 国際戦略研究所長 カナダ三菱商事会社社長(兼)トロント支店長 

 小和瀬真司 新産業金融事業グループ CEO 新産業金融事業グループ COO 常務執行役員 武内 英史 新産業金融事業グループ付 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

理事 関  和夫 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

産業金融事業本部長 執行役員 坂田 保之 産業金融事業本部長 産業金融事業 副本部長 執行役員 廣本 裕一 物流事業本部長 物流サービス本部長 

 

理事 佐々木 伸 石油事業本部長 三菱商事石油㈱出向（取締役 常務執行役員） 執行役員 平野  肇 エネルギー事業グループ CEOオフィス室長 

エネルギー事業グループ CEOオフィス室長代行、人事担当  小柳 健一 エネルギー事業グループ CEOオフィス室長代行 

エネルギー事業グループコントローラー  長谷川文則 エネルギー事業グループ管理部長 経営企画本部 連結経営推進部長 理事 真田 佳幸 補佐の任を解く 金属グループ CEO 補佐 理事 多田  稔 任を解く 機械グループ CEO 

 

常務執行役員 勝村  元 機械グループ CEO 

 

国内統括（副）(兼)関西支社長 取締役（～6 月総会日） 常務執行役員 小宮  修 機械グループ COO プラント・産業機械事業本部長 常務執行役員 白木 清司 重電機本部長 

 

重電機本部 重電機ユニットマネージャー 

 金重 州典  
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（４月１日付） 新 現 氏名 インフラプロジェクト本部長 プラント・産業機械事業本部付 執行役員 大河 一司 インフラプロジェクト本部 副本部長(兼)建設・鉱山機械事業ユニットマネージャー 

プラント・産業機械事業本部 建設・鉱山機械事業ユニットマネージャー 

 村山 雅彦 船舶・宇宙航空事業本部長 船舶・交通・宇宙航空事業 本部長 

 石山 博嗣 自動車事業本部 副本部長（兼）自動車欧州・中東・アフリカ ユニットマネージャー 

自動車事業本部 自動車欧州・中東・アフリカユニットマネージャー 

 栗原 洋雄 汎用化学品第一本部長 

 

汎用化学品本部 ｵﾚﾌｨﾝ･ｱﾛﾏﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ(兼)ｱﾝﾓﾆｱﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 執行役員 喜代吉龍也 汎用化学品第二本部長 

 

汎用化学品本部長 

 

理事 櫻井 秀一 生活産業グループ COO 生活産業グループCEO補佐（次世代事業開発担当）(兼)次世代事業開発ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 常務執行役員 森山  透 ㈱シグマクシス出向（社長） 生活産業グループ CEO オフィス室長 

執行役員 成田 恒一 生活産業グループ CEO オフィス室長 

生活産業グループ CEO オフィス（経営計画担当） 

 村越  晃 生活産業グループ CEO 補佐 （人事担当） 

国内統括補佐(兼)関西支社 副支社長 

理事 藤原 宏包 ヘルスケア・流通サービス本部長 ヒューマンケア・メディア本部長 

執行役員 有吉 純夫 国内統括、生活産業グループ
CEO 

生活産業グループ CEO 取締役（6 月総会日付） 副社長執行役員 矢野 雅英 国内統括(副)(兼)関西支社長 重電機本部長 取締役（6 月総会日付） 常務執行役員 永井 康雄 生活産業グループ付 北海道支社長 理事 木村 雅敏 北海道支社長 生活産業グループ CEO オフィス（リスクマネジメント担当） 

 斎藤 光一 エネルギー事業グループ付 東北支社長 理事 高田  修 東北支社長 PT. Donggi Senoro LNG 出向（COO） 

理事 大塚 英俊 九州支社付（常勤顧問） 九州支社長 理事 濱野 孝夫 九州支社長 関西支社 副支社長(兼)中国支社長 

執行役員 安倍 寛信 中国支社長 関西支社 副支社長 (兼)食料部長 

理事 沢田 武一 関西支社 副支社長 (兼)食料部長 

農水産本部 糖質ユニットマネージャー 

理事 宮下  修  



 

8 

（４月１日付） 新 現 氏名 三菱商事テクノス㈱出向 関西支社 副支社長 理事 上田 良樹 関西支社 副支社長 台湾三菱商事会社社長（董事長） 

理事 小椋 和平 兼務を解く 米州統括(兼)米国三菱商事会社社長 

常務執行役員 小松 孝一 米州副統括(北米)(兼)米国三菱商事会社社長 

経営企画本部長 常務執行役員 小野 誠英 国際戦略研究所 米国三菱商事会社ワシントン事務所長 

 秋元 諭宏 米国三菱商事会社ワシントン 事務所長 

機能化学品本部バイオ・ファインケミカルユニットマネージャー 

 柳原 恒彦 カナダ三菱商事会社社長(兼)トロント支店長 

金属グループ CEO オフィス  小田  賢 機械グループ付 

 

メキシコ三菱商事会社社長 理事 斎藤  真 メキシコ三菱商事会社社長 カイロ駐在事務所長  佐藤 雅之 エネルギー事業グループ付 欧阿中東 CIS 副統括(中東) 理事 今井 鉄郎 欧阿中東 CIS 副統括(中東) 業務部長 執行役員 吉川 惠章 カイロ駐在事務所長 

 

船舶・交通・宇宙航空事業本部 交通システムユニット 

 中川 龍士 業務部 リヤード事務所長(兼)リヤード駐在事務所長 

 富山  保 リヤード事務所長(兼)リヤード駐在事務所長 

リヤード駐在事務所  福本 邦彦 任を解く アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表  

常務執行役員 寺村 元伸 アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表  

石油事業本部長 常務執行役員 水野 正幸 業務部長 シンガポール支店長  北川 靖彦 シンガポール支店長 産業金融事業本部 エアラインビジネスユニットマネージャー 

 安野 健二 台湾三菱商事会社社長（董事長） 台湾三菱商事会社（総経理） 

 

 鍾  維永 （６月１日付） 新 現 氏名 コーポレートスタッフ部門付 ㈱メタルワン出向（副社長執行役員） 

理事 長井 哲朗 ㈱メタルワン出向（CFO） 金属グループ管理部長  五十嵐章之 金属グループ管理部長 リスクマネジメント部長  桑田  博 リスクマネジメント部長 自動車事業本部付（三菱自動車プロジェクト室長） 

 北村 康一 以  上 
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【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料①①①①】】】】    

１１１１．．．．取締役会取締役会取締役会取締役会：：：：１５１５１５１５名名名名（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付））））    

� ６月２４日（総会日）以降の取締役会の構成は次のとおり。  氏名 取締役会長 小島 順彦 代表取締役社長 小林  健 代表取締役 上田 良一 代表取締役 矢野 雅英 代表取締役 鍋島 英幸 取締役 中原 秀人 代表取締役 伊与部恒雄 取締役 藤村  潔 代表取締役 永井 康雄 取締役相談役 佐々木幹夫 取締役(社外) 野間口 有 （独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長） 取締役(社外) 伊藤 邦雄 （一橋大学大学院商学研究科 教授） 取締役(社外) 佃  和夫 （三菱重工業㈱取締役会長） 取締役(社外) 加藤 良三 （日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ野球組織ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 取締役(社外) 今野 秀洋 
    

    

２２２２．．．．監査役会監査役会監査役会監査役会：：：：５５５５名名名名（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付））））    

� ６月２４日（総会日）以降の監査役会の構成は次のとおり。     氏 名 常任監査役 上野 征夫 監査役 大嶋 英二 監査役(社外) 中島  茂 （弁護士） 監査役(社外) 辻山 栄子 （早稲田大学商学部･商学研究科 教授） 監査役(社外) 長友 英資 （㈱ENアソシエイツ 代表取締役） 
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３３３３. . . . 副社長副社長副社長副社長のののの業務分担業務分担業務分担業務分担（（（（４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付））））    
 特定業務の担当 社長室会下部委員会等 部門/グループの担当 小林副社長 社長補佐   

 上田副社長 連結経営基盤整備担当 ポートフォリオマネジメント委員会委員長、開示委員会委員長 

コーポレート担当役員（CFO） 矢野副社長 国内統括 食料資源総合政策委員会委員長、消費市場戦略委員会委員長 

生活産業グループ
CEO 鍋島副社長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 

コンプライアンス委員会委員長、環境・CSR委員会委員長、HRD 委員会委員長、ITマネジメント委員会委員長 

ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）  
４４４４. . . . 執行役員執行役員執行役員執行役員のののの体制体制体制体制：：：：５７５７５７５７名名名名（（（（４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    ＊ 6 月 24 日総会日付で退任予定の副社長執行役員・常務執行役員・執行役員は除く。    執行役員役位 氏  名 新役職等 社 長 小島 順彦 （6月24日総会日付 会長就任） 副社長執行役員 小林  健 社長補佐（6 月 24 日総会日付 社長就任） 

 上田 良一 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

 矢野 雅英 生活産業グループ CEO、国内統括 

 鍋島 英幸 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 常務執行役員 木島 綱雄 中国統括(兼)三菱商事(中国)有限公司社長(兼)北京事務所長 
 小松 孝一 米州統括 

 武内 英史 新産業金融事業グループCEO 

 加藤 晴二 エネルギー事業グループ CEO 

 中原 秀人 コーポレート担当役員（企画・業務） 

 伊与部恒雄 コーポレート担当役員（総務、法務、人事） 

 柳井  準 エネルギー事業グループ COO（天然ガス事業第一、第二、 石油事業関係） 

 安田 正介 中部支社長 

 衣川  潤 金属グループ CEO 

 藤村  潔 監査・内部統制担当役員 

 小宮  修 機械グループ CEO 

 小野 誠英 米州副統括（米州）(兼)米国三菱商事会社社長 

 宮内 孝久 化学品グループCEO 

 寺田 哲郎 欧阿中東 CIS 統括(兼)欧州三菱商事会社社長 

 小島 信明 地球環境事業開発部門 CEO 

 水野 正幸 アジア・大洋州統括(兼)ジャカルタ駐在事務所長 

 白木 清司 機械グループ COO（インフラプロジェクト、船舶・宇宙航空関係） 

 森山  透 生活産業グループ COO（農水産、食品、次世代事業開発関係）
 永井 康雄 国内統括（副）(兼)関西支社長 

 



 

11 

 執行役員 桑原 徹郎 天然ガス事業第二本部長 

 垂水 裕之 欧阿中東 CIS 副統括（アフリカ）(兼)ヨハネスブルグ支店長 (兼)マプト駐在事務所長 

 有吉 純夫 ヘルスケア・流通サービス本部長 

 西海 徹雄 米国三菱商事会社 EVP 

 山口  力 中国統括補佐(華東)(兼)三菱商事(上海)有限公司社長 (兼)上海事務所長 
 安倍 寛信 九州支社長 
 安藤 一郎 主計部長(兼)三菱商事フィナンシャルサービス㈱（代表取締役社長） 
 加賀 道夫 資材本部長 
 藤山 知彦 コーポレート担当役員補佐（企画担当） 

 吉川 惠章 欧阿中東 CIS 副統括（中東） 

 成田 恒一 ㈱シグマクシス出向（社長） 
 中垣 啓一 インド三菱商事会社社長(兼)コルカタ支店長 
 田邊 栄一 トレジャラー 
 真崎 宇弘 エネルギー事業グループ E & P 担当 
 坂田 保之 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 
 杉浦 康之 広報部長 
 内野 州馬 三菱自動車工業㈱出向（常務執行役員） 
 占部 利充 中国統括補佐（華南）(兼)香港三菱商事会社社長 
 一寸木守一 いすゞ事業本部長 

 浅井 恵一 環境・水事業本部長 
 宮原 一郎 開発建設プロジェクト本部長 
 白地 浩三 自動車事業本部長 
 松井 俊一 独国三菱商事会社社長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（北・中東欧）(兼)独国三菱商事会社ベルリン支店長(兼)フランクフルト支店長 
 尾畑 守伸 繊維本部長 
 谷  謙二 非鉄金属本部長 
 垣内 威彦 農水産本部長 
 大河 一司 インフラプロジェクト本部長 
 河村 芳彦 IT サービス本部長 
 廣田 康人 総務部長 
 平野  肇 石油事業本部長 
 廣本 裕一 産業金融事業本部長 
 西浦 完司 金属グループ CEO オフィス室長 
 喜代吉龍也 汎用化学品第一本部長 
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５５５５．．．．理事理事理事理事のののの体制体制体制体制：：：：４８４８４８４８名名名名    ＊ 2010年 4 月 1 日現在。但し、4 月以降退任予定の理事は除く。役職名は、今後の BU 長 人事等により変更となる場合がある。 氏 名 新役職名 植月 晴夫 コーポレート担当役員補佐（業務担当） 唐沢 裕一 ハノイ事務所長 慶田 一郎 地球環境事業開発部門 CEO 補佐 岩田 哲郎 金属グループ CEO 補佐 櫻井 秀一 汎用化学品第二本部長  林  良一 炭素・LPG 事業本部長 村井 徹司 三菱商事石油㈱出向（代表取締役社長） 伊藤 太一 イスタンブール支店長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（トルコ・ギリシャ・中央アジア・コーカサス）(兼)アンカラ支店長 田名 眞一 米国三菱商事会社 金属部門担当 SVP 滝  道郎 オーストラリア三菱商事会社社長(兼)ニュージーランド三菱商事会社社長 松木 和道 コーポレート担当役員補佐（法務・コンプライアンス、事業投資担当） (兼)コンプライアンス総括部長 今川  裕 環境・水事業開発本部 自動車関連事業ユニットマネージャー 田尾 尚治 繊維本部付（戦略企画室長） 山辺福二郎 泰国三菱商事会社社長(兼)泰MC 商事会社社長 今村 忠如 明治屋商事㈱出向（代表取締役社長） 下嶋 正雄 農水産本部付(戦略企画室長)(兼)農水産本部 飼料畜産ユニットマネージャー 藤原 宏包 生活産業グループ CEO 補佐（人事担当） 中島 道也 ㈱リチウム・エナジー・ジャパン出向（取締役副社長） 佐々木 伸 物流事業本部長 佐々木 修 米州副統括（中南米） 江頭  築 三菱商事プラスチック㈱出向（代表取締役社長） 粟谷  勉 韓国三菱商事会社社長 谷村 信哉 機械グループ CEO オフィス室長 沢田 武一 中国支社長 田丸 壮一 三菱商事ユニメタルズ㈱出向（代表取締役副社長） 尾川 勝也 ㈱エム・シー・ファッション出向（代表取締役社長） 大塚 英俊 東北支社長 上田 良樹 三菱商事テクノス㈱出向 宮垣 裕行 いすゞ事業本部付（市場開発室長） 五十嵐忠彦 機能化学品本部長 西村 豪人 三菱商事石油開発㈱出向（取締役 常務執行役員） 一村 一彦 三菱商事都市開発㈱出向（代表取締役社長） 
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 氏 名 新役職名 森  和之 天然ガス事業第一本部長 真田 佳幸 エネルギー事業グループ管理部長 斉藤  裕 米国三菱商事会社 機械部門担当 SVP 黒井 義博 自動車事業本部付 小形 明誠 新エネルギー・電力事業本部長 吉澤 義仁 監査部長 近藤 正樹 伯国三菱商事会社社長 中里  誠 モスコ－事務所長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（ロシア・ウクライナ） 大村 哲明 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 野間  治 監査役室長 百崎 鉄朗 三菱商事（上海）有限公司 中川 弘志 T.I.S.出向（PRESIDENT） 小椋 和平 関西支社 副支社長 宮下  修 関西支社 副支社長(兼)食料部長 中村 浩之 ロジスティクス総括部長 矢作 祥之 ㈱ローソン出向（取締役 専務執行役員） 
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【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料②②②②】】】】    

 

役 員 数  （２０１０年６月２４日総会日現在） 
 

 

【取締役】 

取締役会長      １名 

取締役社長      １名 

取締役        ８名 

取締役相談役    １名 

  取締役計        １５名［内、社外 ５名］ 

  

【監査役】 

常任監査役          １名 

監査役              ４名 

  監査役計          ５名［内、社外 ３名］ 

 

【取締役・監査役】 

取締役・監査役計  ２０名［内、社外 ８名］ 

 

【執行役員】（（  ）は、執行役員専任者） 

社長                １名 

副社長執行役員      ３名 

常務執行役員      １９名（１５名） 

執行役員          ３３名（３３名） 

  執行役員計      ５６名（４８名） 

  以  上 



2010 年 2 月 19 日 各  位 会 社 名  三菱商事株式会社 代 表 社 名  代表取締役 小島 順彦 コード番 号  ８０５８ 本社所在地  東京都千代田区丸の内二丁目 3 番１号 問 合 せ 先  広報部報道ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 竹増 貞信   （Tel: 03-3210-2104） 
代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役のののの異動異動異動異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ     当社は本日開催致しました取締役会において、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。 尚、本件につきましては、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の平成 21 年度定時株主総会および同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。  記  １． 退任 現    新 上野  征夫 代表取締役 副社長執行役員 常任監査役 井上    彪 代表取締役 副社長執行役員 常任顧問 吉村  尚憲 代表取締役 副社長執行役員 常任顧問 小宮    修 代表取締役 常務執行役員  常務執行役員  ２． 新任 現    新 矢野  雅英 常務執行役員   代表取締役 副社長執行役員 鍋島  英幸 常務執行役員   代表取締役 副社長執行役員 永井  康雄 理事    代表取締役 常務執行役員  ３． 就退任日 平成 22 年 6 月 24 日 以  上 <<<<添付資料添付資料添付資料添付資料>>>>    ① 新任代表取締役略歴 ② 2010年度 組織改編及び役員人事等について 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株式会社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

   氏  名 ： 上 田 良 一 （うえだ りょういち） 

   生年月日 ： １９４９年 ５月２３日生（６０才） 

   学  歴 ： １９７３年 ３月 一橋大学法学部 卒業 

   略  歴 ： １９７３年 ４月 三菱商事株式会社入社（機械管理部） １９７４年 ５月 主計部 １９７６年 ６月 フランス語研修生 １９７７年 ９月 ビジネススクール研修生（INSEAD）（フランス） １９７８年 ６月 資材管理部 １９８０年 ６月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） １９８１年１０月 MCF Footwear Corp．出向（ニューヨーク） １９８５年 ６月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） １９８８年 ３月 資本市場部 １９９４年 ２月 主計部 １９９５年 ５月 職能担当役員付 １９９９年 １月 リスクマネジメント部長 ２０００年 ４月 参与昇役、経営企画部 ２００２年 ４月 コントローラー ２００３年 ４月 執行役員就任 ２００６年 ３月 北米統括 （兼）米国三菱商事会社社長（ニューヨーク） ２００６年 ４月 常務執行役員昇役 ２００８年 ４月 米州統括（兼）北米 CRO （兼）米国三菱商事会社社長（ニューヨーク） ２００９年  ４月  コーポレート担当役員（CFO） ２００９年  ６月  代表取締役（兼）常務執行役員就任 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

   氏  名 ： 矢 野 雅 英 （やの まさひで） 

   生年月日 ： １９４８年１０月２４日生（６１才） 

   学  歴 ： １９７１年 ３月 神戸大学法学部 卒業 

   略  歴 ： １９７１年 ４月 三菱商事株式会社入社（資材第一部） １９７３年 ３月 神戸支店 １９７３年１２月 釜山連絡事務所 １９７８年 ４月 資材第一部 １９８０年 ７月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） １９８１年１０月 MCF Footwear Corp.出向（ニューヨーク） １９８５年 ２月 窯業資材部 １９９０年 ４月 社長室会事務局 １９９３年 ６月 繊維・資材担当役員付 １９９５年１０月 セラミックス・ミネラル部 １９９６年 １月 セラミックス・ミネラル部長 １９９７年 ４月 工業資材部長 ２０００年 ３月 韓国三菱商事会社社長（ソウル） ２０００年 ４月 参与昇役 ２００４年 ４月 執行役員就任、繊維本部長 ２００６年 ４月 常務執行役員昇役、生活産業グループ COO （兼）ライフスタイル本部長 ２００８年 ４月 生活産業グループ CEO 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

   氏  名 ： 鍋 島 英 幸 （なべしま ひでゆき） 

   生年月日 ： １９５０年 １月２２日生（６０才） 

   学  歴 ： １９７２年 ３月 早稲田大学商学部 卒業 

   略  歴 ： １９７２年 ４月 三菱商事株式会社入社（情報開発室） １９７８年１１月 自動車部 １９８２年 ２月 ナイジェリア三菱商事会社（ラゴス） １９８３年１０月 自動車第二部 １９８４年１２月 自動車第一部 １９８５年 ３月 Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.出向（バンコック）  １９９２年 ２月 自動車第四部 １９９５年１０月 機械担当役員付 １９９７年 １月 社長室会事務局 １９９９年 ５月 自動車第五部長 １９９９年１０月 自動車第四部長 ２００１年 ４月 機械グループ CEO オフィス ２００３年 ４月 機械グループ CEO オフィス室長 ２００４年  ３月  経営企画部長 ２００４年 ４月 執行役員就任 ２００７年 ４月 常務執行役員昇役、機械グループ CO-CEO ２００７年 ６月 代表取締役（兼）常務執行役員就任 ２００８年 ６月 常務執行役員、機械グループ CO-CEO 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 小 島 信 明 （こじま のぶあき） 

   生年月日 ： １９５０年１２月１０日生（５９才） 

   学  歴 ： １９７４年 ３月 早稲田大学法学部 卒業 

   略  歴 ： １９７４年 ４月 三菱商事株式会社入社（食品マーケッティング部） １９７５年 ７月 ペルシャ語研修生（テヘラン） １９７７年 ５月 重機部 １９８３年１１月 機械総括部 １９８４年 １月 イラン三菱商事会社（テヘラン） １９８６年 ７月 重機部 １９９３年 ６月 クアラルンプール支店 １９９８年 ６月 環境・資源プロジェクト部 ２０００年 ４月 環境・インフラプロジェクト部長 ２００１年 １月 イラン三菱商事会社社長（テヘラン） ２００５年 ４月 執行役員就任、 イノベーションセンター 事業開発部長 ２００６年  ４月 イノベーションセンター長 ２００７年  ４月 イノベーションセンター長 （兼）新エネルギー・環境事業本部長 ２００８年  ４月 新エネルギー・環境事業本部長  

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 水 野 正 幸 （みずの まさゆき） 

   生年月日 ： １９５１年 ４月 ５日生（５８才） 

   学  歴 ： １９７４年 ３月 名古屋大学経済学部 卒業 

   略  歴 ： １９７４年 ４月 三菱商事株式会社入社（人事企画室） １９７７年 ４月 石油企画開発室 １９８１年 １月 新エネルギー開発室 １９８４年 ２月 原油部 １９８６年１０月 シンガポール支店 １９８９年 ６月 Petro-Diamond Singapore Ltd.出向（シンガポール） １９９１年 ２月 LNG 事業第一部 １９９１年１０月 LNG 事業開発室 １９９６年 ２月 クアラルンプール支店 １９９９年 ４月 LNG 事業第一部長 ２００１年 ６月 天然ガス事業本部 新規プロジェクト開発ユニットマネージャー ２００２年１０月 天然ガス事業本部 グローバルガスユニットマネージャー （兼）オマーンプロジェクトユニットマネージャー ２００４年 ４月 天然ガス事業本部 グローバルガスユニットマネージャー （兼）米国基地事業ユニットマネージャー ２００５年 ４月 天然ガス事業本部 副本部長 ２００６年 ４月 執行役員就任、天然ガス事業第一本部長 ２００８年  ４月  石油事業本部長 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 白 木 清 司 （しらき せいじ） 

   生年月日 ： １９５１年 ９月 ３日生（５８才） 

   学  歴 ： １９７４年 ３月 慶応義塾大学法学部 卒業 

   略  歴 ： １９７４年 ４月 三菱商事株式会社入社（非鉄金属第三部） １９７８年１２月 重機部 １９８９年１０月 独国三菱商事会社（デュッセルドルフ） １９９６年１１月 機械担当役員付 １９９８年 ９月 重機部 ２００１年 ６月 プラントプロジェクト本部 重機ユニットマネージャー ２００３年 ４月 プラントプロジェクト本部 重機ユニットマネージャー （兼）プロジェクト開発ユニットマネージャー ２００４年１０月 プラントプロジェクト本部 重機ユニットマネージャー ２００６年 ４月 執行役員就任、 プラント･産業機械事業本部長 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 森  山  透 （もりやま とおる） 

   生年月日 ： １９５４年８月９日生（５５才） 

   学  歴 ： １９７７年 ３月 一橋大学経済学部 卒業 

   略  歴 ： １９７７年 ４月 三菱商事株式会社入社（水産部） １９８３年１０月 ジャカルタ駐在事務所 １９８８年１２月 水産部 １９９５年  ６月 MC Marine Inc.出向（ニューヨーク） １９９９年１１月 水産部 ２００１年  ４月 食品本部 水産ユニットマネージャー ２００４年  ４月  中部支社 生活産業部長 ２００５年  ９月  株式会社ローソン出向（執行役員） 同社 常務執行役員、専務執行役員を経て、 ２００６年５月 取締役 専務執行役員就任 ２００８年 ４月 執行役員就任、 株式会社ローソン出向（取締役 専務執行役員） ２００９年  ４月 活産業グループ CEO補佐（次世代事業開発担当） （兼）次世代事業開発ユニットマネージャー 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 永 井 康 雄 （ながい やすお） 

   生年月日 ： １９５２年２月５日生（５８才） 

   学  歴 ： １９７５年  ３月  東京大学工学部（原子力工学科）卒業 １９７７年 ３月 東京大学工学系大学院（原子力工学専攻科）卒業 

                    略  歴 ： １９７７年 ４月 三菱商事株式会社入社（原動機部） １９８５年  ６月  ロンドン支店 １９８８年  ４月  英国三菱商事会社（ロンドン） １９９３年  ３月  重電機部 ２００３年  ４月  重電機本部 重電機ユニットマネージャー ２００６年  ４月  関西支社 副支社長 ２００７年  ４月  理事就任、重電機本部長 

 以   上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
 
 

経経経経            歴歴歴歴            書書書書 

 

   氏  名 ： 今  野 秀  洋 （こんの ひでひろ） 

   生年月日 ： １９４４年 ７月２３日生（６５才） 

   学  歴 ： １９６８年 ３月 東京大学教養学部 卒業 

 略  歴 ： １９６８年  ４月 通産省入省 １９９４年  ６月 商務流通審議官 １９９７年  ７月 貿易局長 １９９８年  ６月 通商政策局長 ２００１年  １月 経済産業審議官 ２００２年  ９月 ㈱損害保険ジャパン 顧問 ２００３年  ２月 独立行政法人日本貿易保険 理事長 ２００９年  ８月               〃         特別顧問 ２００９年１０月              〃         退任 ２０１０年 １月 三菱商事株式会社 特別顧問就任 

 以    上 



２０１０年２月１９日 三 菱 商 事 株式会社 

 

経経経経            歴歴歴歴            書書書書   氏  名 ： 上  野 征  夫 （うえの ゆきお） 

   生年月日 ： １９４５年 ６月２０日生（６４才） 

 学  歴 ： １９６８年 ３月 早稲田大学政治経済学部 卒業 

 略  歴 ： １９６８年 ４月 三菱商事株式会社入社（人事部） １９７８年 １月 オーストラリア三菱商事会社（シドニー） １９８１年１１月 人事部 １９９３年 ４月 総務人事担当役員補佐 １９９５年 ６月 人事部長 １９９５年 ７月 参与昇役 １９９８年 ４月 社長室会事務局部長 １９９８年 ６月 取締役就任 ２０００年 ４月 経営企画部長 ２００１年 ４月 常務取締役昇役 ２００１年 ６月 常務執行役員就任（執行役員制を導入） ２００１年１０月 コーポレート担当役員（兼）経営企画部長 ２００３年 ４月 コーポレート担当役員（総括）（兼）経営企画部長 ２００３年 ６月 代表取締役（兼）常務執行役員就任 ２００４年 ４月 関西支社長 ２００５年 ４月 代表取締役（兼）副社長執行役員就任、 関西ブロック統括（兼）関西支社長、国内担当 ２００６年１０月 国内統括（兼）関西支社長、国内担当 ２００７年 ４月 コーポレート担当役員（広報、総務、法務）、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、 国内統括 ２００８年 ４月 コーポレート担当役員（広報、総務、法務）、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、 環境・CSR 担当 ２００９年  ４月 コーポレート担当役員（総務、法務）、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、 環境・CSR 担当、ITサービス事業開発管掌 以   上  
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 ２０１０年２月１９日 三菱商事株式会社 
２０２０２０２０１０１０１０１０年度役員人事年度役員人事年度役員人事年度役員人事等等等等のののの件件件件    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．執行役員執行役員執行役員執行役員・・・・取締役取締役取締役取締役    

１１１１....新任執行役員新任執行役員新任執行役員新任執行役員::::４４４４月月月月１１１１日日日日付付付付    氏 名 新 現 永井 康雄 常務執行役員 国内統括(副)(兼)関西支社長 理事 重電機本部長 垣内 威彦 執行役員 農水産本部長 

農水産本部長 大河 一司 執行役員 インフラプロジェクト本部長 

プラント・産業機械事業本部付 河村 芳彦 執行役員 

IT サービス本部長 

IT サービス事業開発本部長 廣田 康人 執行役員 総務部長 総務部長 平野  肇 執行役員 石油事業本部長 

三菱商事石油㈱出向（取締役 常務執行役員） 廣本 裕一 執行役員 産業金融事業本部長 

産業金融事業本部 副本部長 西浦 完司 執行役員 金属グループ CEO オフィス室長 

金属グループ CEO オフィス室長 喜代吉龍也 執行役員 汎用化学品第一本部長 

汎用化学品本部 オレフィン・アロマユニットマネージャー(兼)アンモニアユニットマネージャー 

    

２２２２．．．．昇役執行役員昇役執行役員昇役執行役員昇役執行役員：：：：４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付    氏 名 新 現 上田 良一 取締役(兼)副社長執行役員 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO） 矢野 雅英 取締役(兼)副社長執行役員 生活産業グループ CEO、国内統括 

常務執行役員 生活産業グループ CEO 鍋島 英幸 取締役(兼)副社長執行役員 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 

常務執行役員 機械グループ CO-CEO 
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 氏 名 新 現 小島 信明 常務執行役員 地球環境事業開発部門 CEO 

執行役員 新エネルギー事業開発本部長 水野 正幸 常務執行役員 アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表 

執行役員 石油事業本部長 白木 清司 常務執行役員 機械グループ COO 

執行役員 プラント・産業機械事業本部長 森山  透 常務執行役員 生活産業グループ COO 

執行役員 生活産業グループ CEO 補佐（次世代事業開発担当）(兼)次世代事業開発ユニットマネージャー 

 

３３３３．．．．新任取締役新任取締役新任取締役新任取締役：：：：    ６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 矢野 雅英 取締役（兼）副社長執行役員 副社長執行役員（4 月 1 日付） 鍋島 英幸 取締役（兼）副社長執行役員 副社長執行役員（4 月 1 日付） 永井 康雄 取締役（兼）常務執行役員 常務執行役員（4 月 1 日付） 今野 秀洋 取締役（社外） 特別顧問 

    

４４４４．．．．退任執行役員退任執行役員退任執行役員退任執行役員・・・・取締役取締役取締役取締役：：：：    

((((３３３３月末日付月末日付月末日付月末日付))))    氏 名 新 現 武井  実 退任 執行役員 

    

((((６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付))))    氏 名 新 現 上野 征夫 退任（同日付で常任監査役就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 井上  彪 退任（同日付で常任顧問就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 吉村 尚憲 退任（同日付で常任顧問就任予定） 取締役(兼)副社長執行役員 勝村  元 退任 常務執行役員 寺村 元伸 退任 常務執行役員 堤  富男 退任 取締役（社外） （注）小宮 修は、6 月 24 日総会日付で取締役退任、常務執行役員を継続する （4 月 1 日付 機械グループ CEO 就任）。 
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５５５５．．．．退任監査役退任監査役退任監査役退任監査役：：：：６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 新開 友三 退任 常任監査役 

    

６６６６．．．．新任監査役新任監査役新任監査役新任監査役：：：：６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付    氏 名 新 現 上野 征夫 常任監査役 取締役(兼)副社長執行役員 

    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．理理理理    事事事事    

１１１１．．．．新任理事新任理事新任理事新任理事：：：：４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付    氏 名 現役職（2/19 現在） 森  和之 天然ガス事業第一本部長 真田 佳幸 経営企画本部 連結経営推進部長 斉藤  裕 米国三菱商事会社 機械部門担当 SVP 黒井 義博 経営企画本部 IR 部長 小形 明誠 新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業開発本部 新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業第一ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉澤 義仁 コーポレート部門コントローラー 近藤 正樹 伯国三菱商事会社社長 中里  誠 モスコ－事務所長 大村 哲明 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 野間  治 監査役室長 百崎 鉄朗 三菱商事（上海）有限公司 中川 弘志 T.I.S.出向（PRESIDENT） 小椋 和平 台湾三菱商事会社社長 宮下  修 農水産本部 糖質ユニットマネージャー 中村 浩之 物流サービス本部 物流事業ユニットマネージャー 矢作 祥之 ㈱ローソン出向（取締役 専務執行役員） 
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２２２２．．．．退任退任退任退任理事理事理事理事：：：：    

（（（（３３３３月末日付月末日付月末日付月末日付））））    氏 名 現役職（2/19 現在） 金森  廣 化学品グループ CEO オフィス室長 

（（（（６６６６月月月月末日付末日付末日付末日付））））    氏 名 現役職（2/19 現在） 西端 義仁 監査部長 多田  稔 金属グループ CEO 補佐 木村 雅敏 北海道支社長 濱野 孝夫 九州支社長 高田  修 東北支社長 今井 鉄郎 欧阿中東 CIS 副統括（中東） 木下 真一 北越紀州製紙㈱出向（取締役） 斎藤  真 メキシコ三菱商事会社社長 長井 哲朗 ㈱メタルワン出向（副社長執行役員） 関  和夫 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 
    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．関連人事関連人事関連人事関連人事    （３月１日付） 新 現 氏名 コーポレートスタッフ部門付 三菱商事フィナンシャルサービス㈱出向（代表取締役社長） 執行役員 武井  実 コントローラー（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱ （代表取締役社長） 

コントローラー 執行役員 安藤 一郎 （３月末日付） 新 現 氏名 化学品グループ付 化学品グループ CEO オフィス室長 

理事 金森  廣 化学品グループ CEO オフィス室長 

汎用化学品本部 クロールアルカリユニットマネージャー 

 萩原  剛 汎用化学品本部 クロールアルカリユニットマネージャー 

汎用化学品本部 クロールアルカリユニット 

 吉田  毅  
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（４月１日付） 新 現 氏名 任を解く コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR担当、IT サービス事業開発管掌 取締役 副社長執行役員 上野 征夫 任を解く 食料資源戦略・消費市場戦略管掌、顧客開発管掌、国内統括 

取締役 副社長執行役員 井上  彪 任を解く 資源・エネルギー戦略管掌 取締役 副社長執行役員 吉村 尚憲 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 機械グループ CO-CEO 取締役（6 月総会日付） 副社長執行役員 鍋島 英幸 

IT サービス本部長 

 

IT サービス事業開発本部長 執行役員 河村 芳彦 ロジスティクス総括部長 物流サービス本部 物流事業ユニットマネージャー 

理事 中村 浩之 連結経営基盤整備担当補佐(兼)ビジネスサービス部門CEO補佐(兼)コーポレート部門CIO 

ITサービス事業開発管掌役員補佐(兼)CIO補佐(兼)コーポレート部門CIO 

 畑  伸郎 ビジネスサービス部門CEO補佐（人事担当） 

人事部長代行  泉田 龍吾 地球環境事業開発部門 CEO 

 

新エネルギー事業開発本部長 常務執行役員 小島 信明 新エネルギー・電力事業本部長 新エネルギー事業開発本部 新エネルギー事業第一ユニットマネージャー 

理事 小形 明誠 新エネルギー・電力事業本部 副本部長(兼)海外電力事業ユニットマネージャー 

重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 

 佐久間 浩 地球環境事業開発部門CEO補佐 環境・水事業開発本部長 理事 慶田 一郎 環境・水事業本部長 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

執行役員 浅井 恵一 地球環境事業開発部門CEOオフィス室長(兼)コーポレート担当役員（企画・業務）付 

総務部  平井 康光 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

コーポレート担当役員（CFO） 取締役 副社長執行役員 上田 良一 コーポレート担当役員（企画・業務） 

コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌 

取締役 常務執行役員 中原 秀人 コーポレート担当役員（総務、法務、人事） 

コーポレート担当役員（人事） 取締役 常務執行役員 伊与部恒雄 監査・内部統制担当役員 コーポレート担当役員（業務改革・内部統制）、ITサービス事業開発管掌（CIO） 

取締役 常務執行役員 藤村  潔 
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（４月１日付） 新 現 氏名 コーポレート担当役員補佐 （企画担当） 

経営企画本部 国際戦略研究所長 

執行役員 藤山 知彦 コーポレート担当役員補佐 （業務担当） 

コーポレート担当役員補佐 （地域戦略担当） 

理事 植月 晴夫 コーポレートスタッフ部門付 監査部長 理事 西端 義仁 監査部長 コーポレート部門コントローラー 

理事 吉澤 義仁 コーポレート部門管理部長 業務改革・内部統制推進部長  増  一行 業務部長 シンガポール支店長  北川 靖彦 主計部長（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱（代表取締役社長） 

コントローラー（兼）三菱商事フィナンシャルサービス㈱ （代表取締役社長） 執行役員 安藤 一郎 自動車事業本部付 経営企画本部 IR部長 

 

理事 黒井 義博 
IR部長 MC FINANCE PLC 出向  大河原 誠 国際戦略研究所長 カナダ三菱商事会社社長(兼)トロント支店長 

 小和瀬真司 新産業金融事業グループ CEO 新産業金融事業グループ COO 常務執行役員 武内 英史 新産業金融事業グループ付 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

理事 関  和夫 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

産業金融事業本部長 執行役員 坂田 保之 産業金融事業本部長 産業金融事業 副本部長 執行役員 廣本 裕一 物流事業本部長 物流サービス本部長 

 

理事 佐々木 伸 石油事業本部長 三菱商事石油㈱出向（取締役 常務執行役員） 執行役員 平野  肇 エネルギー事業グループ CEOオフィス室長 

エネルギー事業グループ CEOオフィス室長代行、人事担当  小柳 健一 エネルギー事業グループ CEOオフィス室長代行 

エネルギー事業グループコントローラー  長谷川文則 エネルギー事業グループ管理部長 経営企画本部 連結経営推進部長 理事 真田 佳幸 補佐の任を解く 金属グループ CEO 補佐 理事 多田  稔 任を解く 機械グループ CEO 

 

常務執行役員 勝村  元 機械グループ CEO 

 

国内統括（副）(兼)関西支社長 取締役（～6 月総会日） 常務執行役員 小宮  修 機械グループ COO プラント・産業機械事業本部長 常務執行役員 白木 清司 重電機本部長 

 

重電機本部 重電機ユニットマネージャー 

 金重 州典  
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（４月１日付） 新 現 氏名 インフラプロジェクト本部長 プラント・産業機械事業本部付 執行役員 大河 一司 インフラプロジェクト本部 副本部長(兼)建設・鉱山機械事業ユニットマネージャー 

プラント・産業機械事業本部 建設・鉱山機械事業ユニットマネージャー 

 村山 雅彦 船舶・宇宙航空事業本部長 船舶・交通・宇宙航空事業 本部長 

 石山 博嗣 自動車事業本部 副本部長（兼）自動車欧州・中東・アフリカ ユニットマネージャー 

自動車事業本部 自動車欧州・中東・アフリカユニットマネージャー 

 栗原 洋雄 汎用化学品第一本部長 

 

汎用化学品本部 ｵﾚﾌｨﾝ･ｱﾛﾏﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ(兼)ｱﾝﾓﾆｱﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 執行役員 喜代吉龍也 汎用化学品第二本部長 

 

汎用化学品本部長 

 

理事 櫻井 秀一 生活産業グループ COO 生活産業グループCEO補佐（次世代事業開発担当）(兼)次世代事業開発ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 常務執行役員 森山  透 ㈱シグマクシス出向（社長） 生活産業グループ CEO オフィス室長 

執行役員 成田 恒一 生活産業グループ CEO オフィス室長 

生活産業グループ CEO オフィス（経営計画担当） 

 村越  晃 生活産業グループ CEO 補佐 （人事担当） 

国内統括補佐(兼)関西支社 副支社長 

理事 藤原 宏包 ヘルスケア・流通サービス本部長 ヒューマンケア・メディア本部長 

執行役員 有吉 純夫 国内統括、生活産業グループ
CEO 

生活産業グループ CEO 取締役（6 月総会日付） 副社長執行役員 矢野 雅英 国内統括(副)(兼)関西支社長 重電機本部長 取締役（6 月総会日付） 常務執行役員 永井 康雄 生活産業グループ付 北海道支社長 理事 木村 雅敏 北海道支社長 生活産業グループ CEO オフィス（リスクマネジメント担当） 

 斎藤 光一 エネルギー事業グループ付 東北支社長 理事 高田  修 東北支社長 PT. Donggi Senoro LNG 出向（COO） 

理事 大塚 英俊 九州支社付（常勤顧問） 九州支社長 理事 濱野 孝夫 九州支社長 関西支社 副支社長(兼)中国支社長 

執行役員 安倍 寛信 中国支社長 関西支社 副支社長 (兼)食料部長 

理事 沢田 武一 関西支社 副支社長 (兼)食料部長 

農水産本部 糖質ユニットマネージャー 

理事 宮下  修  
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（４月１日付） 新 現 氏名 三菱商事テクノス㈱出向 関西支社 副支社長 理事 上田 良樹 関西支社 副支社長 台湾三菱商事会社社長（董事長） 

理事 小椋 和平 兼務を解く 米州統括(兼)米国三菱商事会社社長 

常務執行役員 小松 孝一 米州副統括(北米)(兼)米国三菱商事会社社長 

経営企画本部長 常務執行役員 小野 誠英 国際戦略研究所 米国三菱商事会社ワシントン事務所長 

 秋元 諭宏 米国三菱商事会社ワシントン 事務所長 

機能化学品本部バイオ・ファインケミカルユニットマネージャー 

 柳原 恒彦 カナダ三菱商事会社社長(兼)トロント支店長 

金属グループ CEO オフィス  小田  賢 機械グループ付 

 

メキシコ三菱商事会社社長 理事 斎藤  真 メキシコ三菱商事会社社長 カイロ駐在事務所長  佐藤 雅之 エネルギー事業グループ付 欧阿中東 CIS 副統括(中東) 理事 今井 鉄郎 欧阿中東 CIS 副統括(中東) 業務部長 執行役員 吉川 惠章 カイロ駐在事務所長 

 

船舶・交通・宇宙航空事業本部 交通システムユニット 

 中川 龍士 業務部 リヤード事務所長(兼)リヤード駐在事務所長 

 富山  保 リヤード事務所長(兼)リヤード駐在事務所長 

リヤード駐在事務所  福本 邦彦 任を解く アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表  

常務執行役員 寺村 元伸 アジア・大洋州統括(兼)インドネシア総代表  

石油事業本部長 常務執行役員 水野 正幸 業務部長 シンガポール支店長  北川 靖彦 シンガポール支店長 産業金融事業本部 エアラインビジネスユニットマネージャー 

 安野 健二 台湾三菱商事会社社長（董事長） 台湾三菱商事会社（総経理） 

 

 鍾  維永 （６月１日付） 新 現 氏名 コーポレートスタッフ部門付 ㈱メタルワン出向（副社長執行役員） 

理事 長井 哲朗 ㈱メタルワン出向（CFO） 金属グループ管理部長  五十嵐章之 金属グループ管理部長 リスクマネジメント部長  桑田  博 リスクマネジメント部長 自動車事業本部付（三菱自動車プロジェクト室長） 

 北村 康一 以  上 
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【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料①①①①】】】】    

１１１１．．．．取締役会取締役会取締役会取締役会：：：：１５１５１５１５名名名名（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付））））    

� ６月２４日（総会日）以降の取締役会の構成は次のとおり。  氏名 取締役会長 小島 順彦 代表取締役社長 小林  健 代表取締役 上田 良一 代表取締役 矢野 雅英 代表取締役 鍋島 英幸 取締役 中原 秀人 代表取締役 伊与部恒雄 取締役 藤村  潔 代表取締役 永井 康雄 取締役相談役 佐々木幹夫 取締役(社外) 野間口 有 （独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長） 取締役(社外) 伊藤 邦雄 （一橋大学大学院商学研究科 教授） 取締役(社外) 佃  和夫 （三菱重工業㈱取締役会長） 取締役(社外) 加藤 良三 （日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ野球組織ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 取締役(社外) 今野 秀洋 
    

    

２２２２．．．．監査役会監査役会監査役会監査役会：：：：５５５５名名名名（（（（６６６６月月月月２４２４２４２４日総会日付日総会日付日総会日付日総会日付））））    

� ６月２４日（総会日）以降の監査役会の構成は次のとおり。     氏 名 常任監査役 上野 征夫 監査役 大嶋 英二 監査役(社外) 中島  茂 （弁護士） 監査役(社外) 辻山 栄子 （早稲田大学商学部･商学研究科 教授） 監査役(社外) 長友 英資 （㈱ENアソシエイツ 代表取締役） 
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３３３３. . . . 副社長副社長副社長副社長のののの業務分担業務分担業務分担業務分担（（（（４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付））））    
 特定業務の担当 社長室会下部委員会等 部門/グループの担当 小林副社長 社長補佐   

 上田副社長 連結経営基盤整備担当 ポートフォリオマネジメント委員会委員長、開示委員会委員長 

コーポレート担当役員（CFO） 矢野副社長 国内統括 食料資源総合政策委員会委員長、消費市場戦略委員会委員長 

生活産業グループ
CEO 鍋島副社長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 

コンプライアンス委員会委員長、環境・CSR委員会委員長、HRD 委員会委員長、ITマネジメント委員会委員長 

ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）  
４４４４. . . . 執行役員執行役員執行役員執行役員のののの体制体制体制体制：：：：５７５７５７５７名名名名（（（（４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    ＊ 6 月 24 日総会日付で退任予定の副社長執行役員・常務執行役員・執行役員は除く。    執行役員役位 氏  名 新役職等 社 長 小島 順彦 （6月24日総会日付 会長就任） 副社長執行役員 小林  健 社長補佐（6 月 24 日総会日付 社長就任） 

 上田 良一 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

 矢野 雅英 生活産業グループ CEO、国内統括 

 鍋島 英幸 ビジネスサービス部門 CEO、コーポレート担当役員（広報）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当 常務執行役員 木島 綱雄 中国統括(兼)三菱商事(中国)有限公司社長(兼)北京事務所長 
 小松 孝一 米州統括 

 武内 英史 新産業金融事業グループCEO 

 加藤 晴二 エネルギー事業グループ CEO 

 中原 秀人 コーポレート担当役員（企画・業務） 

 伊与部恒雄 コーポレート担当役員（総務、法務、人事） 

 柳井  準 エネルギー事業グループ COO（天然ガス事業第一、第二、 石油事業関係） 

 安田 正介 中部支社長 

 衣川  潤 金属グループ CEO 

 藤村  潔 監査・内部統制担当役員 

 小宮  修 機械グループ CEO 

 小野 誠英 米州副統括（米州）(兼)米国三菱商事会社社長 

 宮内 孝久 化学品グループCEO 

 寺田 哲郎 欧阿中東 CIS 統括(兼)欧州三菱商事会社社長 

 小島 信明 地球環境事業開発部門 CEO 

 水野 正幸 アジア・大洋州統括(兼)ジャカルタ駐在事務所長 

 白木 清司 機械グループ COO（インフラプロジェクト、船舶・宇宙航空関係） 

 森山  透 生活産業グループ COO（農水産、食品、次世代事業開発関係）
 永井 康雄 国内統括（副）(兼)関西支社長 
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 執行役員 桑原 徹郎 天然ガス事業第二本部長 

 垂水 裕之 欧阿中東 CIS 副統括（アフリカ）(兼)ヨハネスブルグ支店長 (兼)マプト駐在事務所長 

 有吉 純夫 ヘルスケア・流通サービス本部長 

 西海 徹雄 米国三菱商事会社 EVP 

 山口  力 中国統括補佐(華東)(兼)三菱商事(上海)有限公司社長 (兼)上海事務所長 
 安倍 寛信 九州支社長 
 安藤 一郎 主計部長(兼)三菱商事フィナンシャルサービス㈱（代表取締役社長） 
 加賀 道夫 資材本部長 
 藤山 知彦 コーポレート担当役員補佐（企画担当） 

 吉川 惠章 欧阿中東 CIS 副統括（中東） 

 成田 恒一 ㈱シグマクシス出向（社長） 
 中垣 啓一 インド三菱商事会社社長(兼)コルカタ支店長 
 田邊 栄一 トレジャラー 
 真崎 宇弘 エネルギー事業グループ E & P 担当 
 坂田 保之 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 
 杉浦 康之 広報部長 
 内野 州馬 三菱自動車工業㈱出向（常務執行役員） 
 占部 利充 中国統括補佐（華南）(兼)香港三菱商事会社社長 
 一寸木守一 いすゞ事業本部長 

 浅井 恵一 環境・水事業本部長 
 宮原 一郎 開発建設プロジェクト本部長 
 白地 浩三 自動車事業本部長 
 松井 俊一 独国三菱商事会社社長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（北・中東欧）(兼)独国三菱商事会社ベルリン支店長(兼)フランクフルト支店長 
 尾畑 守伸 繊維本部長 
 谷  謙二 非鉄金属本部長 
 垣内 威彦 農水産本部長 
 大河 一司 インフラプロジェクト本部長 
 河村 芳彦 IT サービス本部長 
 廣田 康人 総務部長 
 平野  肇 石油事業本部長 
 廣本 裕一 産業金融事業本部長 
 西浦 完司 金属グループ CEO オフィス室長 
 喜代吉龍也 汎用化学品第一本部長 
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５５５５．．．．理事理事理事理事のののの体制体制体制体制：：：：４８４８４８４８名名名名    ＊ 2010年 4 月 1 日現在。但し、4 月以降退任予定の理事は除く。役職名は、今後の BU 長 人事等により変更となる場合がある。 氏 名 新役職名 植月 晴夫 コーポレート担当役員補佐（業務担当） 唐沢 裕一 ハノイ事務所長 慶田 一郎 地球環境事業開発部門 CEO 補佐 岩田 哲郎 金属グループ CEO 補佐 櫻井 秀一 汎用化学品第二本部長  林  良一 炭素・LPG 事業本部長 村井 徹司 三菱商事石油㈱出向（代表取締役社長） 伊藤 太一 イスタンブール支店長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（トルコ・ギリシャ・中央アジア・コーカサス）(兼)アンカラ支店長 田名 眞一 米国三菱商事会社 金属部門担当 SVP 滝  道郎 オーストラリア三菱商事会社社長(兼)ニュージーランド三菱商事会社社長 松木 和道 コーポレート担当役員補佐（法務・コンプライアンス、事業投資担当） (兼)コンプライアンス総括部長 今川  裕 環境・水事業開発本部 自動車関連事業ユニットマネージャー 田尾 尚治 繊維本部付（戦略企画室長） 山辺福二郎 泰国三菱商事会社社長(兼)泰MC 商事会社社長 今村 忠如 明治屋商事㈱出向（代表取締役社長） 下嶋 正雄 農水産本部付(戦略企画室長)(兼)農水産本部 飼料畜産ユニットマネージャー 藤原 宏包 生活産業グループ CEO 補佐（人事担当） 中島 道也 ㈱リチウム・エナジー・ジャパン出向（取締役副社長） 佐々木 伸 物流事業本部長 佐々木 修 米州副統括（中南米） 江頭  築 三菱商事プラスチック㈱出向（代表取締役社長） 粟谷  勉 韓国三菱商事会社社長 谷村 信哉 機械グループ CEO オフィス室長 沢田 武一 中国支社長 田丸 壮一 三菱商事ユニメタルズ㈱出向（代表取締役副社長） 尾川 勝也 ㈱エム・シー・ファッション出向（代表取締役社長） 大塚 英俊 東北支社長 上田 良樹 三菱商事テクノス㈱出向 宮垣 裕行 いすゞ事業本部付（市場開発室長） 五十嵐忠彦 機能化学品本部長 西村 豪人 三菱商事石油開発㈱出向（取締役 常務執行役員） 一村 一彦 三菱商事都市開発㈱出向（代表取締役社長） 
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 氏 名 新役職名 森  和之 天然ガス事業第一本部長 真田 佳幸 エネルギー事業グループ管理部長 斉藤  裕 米国三菱商事会社 機械部門担当 SVP 黒井 義博 自動車事業本部付 小形 明誠 新エネルギー・電力事業本部長 吉澤 義仁 監査部長 近藤 正樹 伯国三菱商事会社社長 中里  誠 モスコ－事務所長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（ロシア・ウクライナ） 大村 哲明 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 野間  治 監査役室長 百崎 鉄朗 三菱商事（上海）有限公司 中川 弘志 T.I.S.出向（PRESIDENT） 小椋 和平 関西支社 副支社長 宮下  修 関西支社 副支社長(兼)食料部長 中村 浩之 ロジスティクス総括部長 矢作 祥之 ㈱ローソン出向（取締役 専務執行役員） 
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【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料②②②②】】】】    

 

役 員 数  （２０１０年６月２４日総会日現在） 
 

 

【取締役】 

取締役会長      １名 

取締役社長      １名 

取締役        ８名 

取締役相談役    １名 

  取締役計        １５名［内、社外 ５名］ 

  

【監査役】 

常任監査役          １名 

監査役              ４名 

  監査役計          ５名［内、社外 ３名］ 

 

【取締役・監査役】 

取締役・監査役計  ２０名［内、社外 ８名］ 

 

【執行役員】（（  ）は、執行役員専任者） 

社長                １名 

副社長執行役員      ３名 

常務執行役員      １９名（１５名） 

執行役員          ３３名（３３名） 

  執行役員計      ５６名（４８名） 

  以  上 



1 

２０１０年２月１９日 （三菱商事株式会社） 

        
2010 年度の組織改編について 三菱商事は、2010年 2月 19日開催の定例取締役会において、全社開発部門の改編をはじめとした 2010年度の組織改編（4月 1日付）を決定したので、お知らせします。 

Ⅰ．全社開発部門の改編  

1. 改編の概要 

(1) 昨年4月社長直掌組織として全社開発部門を新設し、「機能開発」「分野開発」「顧客開発」「地域開発」の 4 つの領域で、全社として推進する中長期成長戦略の立案・実行、先端技術動向のフォロー、営業部門の開発業務支援等を進めてきましたが、 ① 新エネルギー、環境・水事業については事業投資も含めた案件が本格化しつつある中で、陣容の更なる強化、営業グループとの一層の連携により同事業を次世代の成長分野へと発展させていく体制を整備・強化することが課題となっています。 ② また、ITサービス事業開発については、三菱商事並びに三菱商事グループ企業の事業価値創造、業務改革支援、事業展開を支える IT を含む職能専門サービス等の機能サービスを強化すると共に、全社物流・保険・貿易管理体制を整備することが課題となっています。 

(2) ついては、全社開発部門を以下の通り改組し、拡充を図ります。 ① 分野開発として取り組んできた新エネルギー、環境・水事業に、機械グループ重電機本部戦略事業推進室及び海外電力事業ユニットの事業、並びに新産業金融事業グループ建設・設備ユニットで取り組んでいるエネルギーソリューション事業について人員も含めて集約化し、「地球環境事業開発部門」として取り組み体制を強化します。 ② 機能開発として取り組んできた IT サービス事業開発に加え、全社物流・保険・貿易管理等の体制整備や職能専門サービスの統合的提供を図るべく、「ビジネスサービス部門」として発展させます。 （注） 部門内に、全社物流・保険統括機能を担う「ロジスティクス総括部」を新設。 ③ 「地球環境事業開発部門」「ビジネスサービス部門」は、従来同様社長直掌とし、 

4月～6月末までの間は、社長補佐として小林副社長が担当します。 

2. 地球環境事業開発部門・ビジネスサービス部門の役割・体制 

(1) 地球環境事業開発部門の役割 ① 新エネルギー事業、環境・水事業、発電事業について、事業化の推進、収益モデルの確立を担い、同事業を次世代成長分野とするべく発展させます。また、同部門は、新エネルギー、環境・水、発電分野のインフラ事業への取組主体ともなります。 ② 環境エコ社会・低炭素社会へのニーズに対応した先端技術動向の把握や新規事
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業の発掘・立案・実行を担います。 

(2) ビジネスサービス部門の役割 ① 三菱商事及び三菱商事グループ企業に対する事業価値向上、業務改革支援、事業展開を支える統合的職能専門サービス等の機能サービスを提供し、高度な連結経営体制を支えます。 ② 上記を通じて蓄積されたノウハウを三菱商事の既存・新規顧客にも提供し、新規事業機会の創出に繋げていくことを目指します。 

(3) 部門 CEO 社長を補佐して、部門経営並びに業務執行の最高責任を担う役員として部門 CEOを置きます。 

Ⅱ．コーポレートの体制 

1. 経営企画本部 経営企画本部を廃止し、管下の広報部、IR部、国際戦略研究所、イノベーションセンターはコーポレート担当役員が分担して担当します。 

2. 連結経営基盤整備担当の任命 連結経営基盤整備担当を任命し三菱商事グループ連結経営基盤の整備に取り組みます。 連結経営基盤整備担当は、営業・コーポレート関係役員と連携して、連結リスク管理、連結資金管理、連結内部統制、国際会計基準対応、更に連結人事管理や連結拠点政策、全社物流・貿易手続管理、内部統制面からの課題である業務改革・標準化等も含めて、社内諸制度・施策を総合的に見直し、連結経営基盤を整備していく役割を担います。 

3. 監査・内部統制担当役員の任命 事業投資先の増加、業態の多様化が進展する状況下、連結経営における監査・内部統制の重要性に鑑み、監査・内部統制担当役員を任命し、その下に監査部を置きます。 

4. 企画・業務担当役員の任命 グローバルな成長の取り込みに向け、国際戦略研究所・イノベーションセンター・業務部を一元的に担当する役員（コーポレート担当役員（企画・業務））を任命し、併せて、従来全社開発として推進してきた「地域開発」「顧客開発」も担当し、地域・顧客・新分野の切り口で総合商社的全社 R&D戦略を推進します。 

Ⅲ．インフラ事業への取り組み体制整備 新興国を中心とした旺盛なインフラ需要を取り込む為に、前述のとおり地球環境事業開発部門を新設するほか、機械グループ「船舶・交通・宇宙航空事業本部 交通システムユニット」を「プラント・産業機械事業本部」に移管の上、「インフラプロジェクト本部」とし、インフラ事業への取り組み体制を整えます。 以  上 
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連結経営基盤整備担当 【営業部門】

広報 （広報部）
企画・業務 （国際戦略研究所、イノベーションセンター、業務部、地域開発、顧客開発）
ﾁｰﾌ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｵﾌｨｻｰ､環境･CSR担当

経営企画部監査・内部統制担当役員 監査部

社長直掌
4月～6月末 ：小林副社長ビジネスサービス部門 地球環境事業開発部門

総務、法務､人事 （総務部、法務部、コンプライアンス総括部、人事部、HRDセンター）
CFO （主計部、リスクマネジメント部、ポートフォリオマネジメント委員会事務局、トレジャラーオフィス、IR部）

コーポレート担当役員地域統括
米州統括欧阿中東CIS統括アジア・大洋州統括中国統括

米州副統括（中南米）欧阿中東CIS副統括（中東）欧阿中東CIS副統括（アフリカ）
米州副統括（北米）国内統括国内統括（副） 社長室会社 長

新エネルギー・電力事業本部コンサルティング事業 ロジスティクス総括部
ＩＴサービス本部 企画・開発事業投資管理情報企画部

環境・水事業本部排出権事業新エネルギー燃料事業海外電力事業新エネルギー電力事業 環境ソリューション事業水事業自動車関連事業
天然ガス事業第二本部

天然ガス事業第一本部
炭素・ＬＰＧ事業本部石油事業本部 鉄鋼製品本部 非鉄金属本部鉄鋼原料本部 食品本部農水産本部 資材本部ヘルスケア・流通サービス本部

繊維本部自動車事業本部 いすゞ事業本部インフラプロジェクト本部
船舶・宇宙航空事業本部

重電機本部開発建設プロジェクト本部
産業金融事業本部 物流事業本部 汎用化学品第一本部 汎用化学品第二本部 機能化学品本部

ｴﾈﾙｷﾞｰ事業グループ 金属グループ 生活産業グループ機械グループ新産業金融事業グループ 化学品グループ
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