
平成22年2月22日
各　 位

会社名     住友商事株式会社
代表者名  取締役社長 加藤 進
（ｺｰﾄﾞ番号  8053 東証第1部）
問合せ先  広報部長 鈴木 久和

（Tel：03-5166-3100）

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、並びに来る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。

Ⅰ．取締役・執行役員人事
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）   ８名
３）執行役員の重任（４月１日付） ３１名
４）昇任執行役員（４月１日付）   ４名
５）執行役員の分掌変更（４月１日付）
６）取締役の重任（６月定時株主総会付議予定） １２名

Ⅱ．理事人事
 １ ）  新任理事（４月１日付） １０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・機構改正に伴う関連人事（４月１日付）

Ⅳ．機構改正（４月１日付）

【参考資料】
Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　 ３９名
Ⅱ．６月定時株主総会日以降の取締役会 １２名
Ⅲ．４月１日付 新任執行役員の経歴書

以　　上

２０１０年度　取締役・執行役員・理事人事に関する件

記

1



Ⅰ．取締役・執行役員人事

１）　退任執行役員（３月３１日付）　：　２名

氏　名 新分掌 現分掌
三浦 一朗 退任

顧問
常務執行役員
内部監査部分掌

熊谷 泰雄 退任
顧問
住友商事九州(株)
<同社社長>
九州･沖縄ブロック長

執行役員
生活資材本部長

２）　新任執行役員（４月１日付）　：　８名

氏　名 新分掌 現分掌
武内 彰 執行役員

資源第一本部長
理事
資源第一本部長

高畑 恒一 執行役員
主計部長

理事
主計部長

幸 伸彦 執行役員
ライフサイエンス本部長
ペットケアサイエンス部長

理事
ライフサイエンス本部長
ペットケアサイエンス部長

小川 潔 執行役員
法務部長

理事
法務部長

溝渕 寛明 執行役員
新事業推進本部長

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

関内 雅男 執行役員
非鉄金属製品本部長

理事
金属総括部長

杉森 正人 執行役員
北米住友商事グループ
ＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
北米コーポレート・コーディネーション
グループ長
米国住友商事会社
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>
米州総支配人補佐

理事
北米住友商事グループ
ＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
米国住友商事会社
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>
米州総支配人補佐

関根 豊 執行役員
輸送機・建機総括部長

理事
輸送機・建機総括部長

３）　執行役員の重任（４月１日付）　：　３１名

現在の執行役員３３名のうち、３月３１日付で退任予定の三浦氏、熊谷氏の２名を除く

３１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）　：　４名

氏　名 新分掌 現分掌
土井 雅行 常務執行役員

経営企画部長
執行役員
アジア総支配人補佐
インドネシア住友商事会社
<同社社長 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
アジア住友商事会社

降旗 亨 常務執行役員
資源・化学品事業部門長補佐
資源第二本部長

執行役員
資源第二本部長

猪原 弘之 常務執行役員
フィナンシャル･リソーシズグループ長補佐
財務部長

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

中村 勝 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
<同社社長>
欧州住友商事会社
<同社社長>

執行役員
鋼管本部長

５）　執行役員の分掌変更（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
佐々木 新一 常務執行役員

生活産業・建設不動産事業部門長補佐
生活資材本部長

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
<同社社長>
欧州住友商事会社
<同社社長>

阿部 康行 取締役 常務執行役員
新産業･機能推進事業部門長

取締役 常務執行役員
金融・物流事業部門長

竹内 一弘 常務執行役員
アジア副総支配人
アジア住友商事会社
<同社副社長>

常務執行役員
経営企画部長

中村 仁 執行役員
内部監査部長

執行役員
メディア･ライフスタイル総括部長

平尾 浩平 執行役員
通信・環境・産業インフラ事業本部長

執行役員
電力・社会インフラ事業本部長

鐘ヶ江 倫彦 執行役員
電力・社会インフラ事業本部長

執行役員
通信・環境・産業インフラ事業本部長

６）　取締役の重任（６月定時株主総会付議予定）　：　１２名

現在の取締役１２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。
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Ⅱ．理事人事

１）　新任理事（４月１日付）　：　１０名

氏　名 新分掌 現分掌
山崎 亜也 理事

資源・化学品事業部門長付
フィナンシャル・リソーシズ
グループ長補佐

那須 雄次 理事
通信・環境・産業インフラ事業本部参事
住友商事マシネックス(株)

産業インフラ事業部長付
兼 住友商事マシネックス(株)

須藤 也 理事
ライフサイエンス本部副本部長
メディカルサイエンス部長

メディカルサイエンス部長
兼 ライフサイエンス本部長補佐

更岡 剛 理事
新産業･機能推進総括部長

リスクアセスメント部長

林 薫 理事
資源第一本部副本部長
アンバトビー・プロジェクト部長

アンバトビー・プロジェクト部長
兼 資源第一本部長付

篠原 淳史 理事
ライフスタイル・リテイル事業本部参事
ジュピターショップチャンネル(株)

ダイレクトマーケティング事業部参事
ジュピターショップチャンネル(株)

及川 毅 理事
中東支配人
中東住友商事会社
<同社社長>

中東住友商事会社
SC TUBULAR & STEEL PRODUCTS (M.E.) FZCO

新森 健之 理事
ライフスタイル・リテイル事業本部副本部長

人事部長

上野 真吾 理事
北米住友商事グループ
北米鋼管グループ長
米国住友商事会社
<同社ヒューストン店長>
米州総支配人補佐

油井管事業部長

石村 治 理事
北米住友商事グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ長
米国住友商事会社
<同社シカゴ店長>
米州総支配人補佐

北米住友商事グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ長
米国住友商事会社
<同社シカゴ店長>

２）　理事の分掌変更（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
堀内 良人 理事

基礎化学品・エレクトロニクス本部参事
住友商事ケミカル(株)

理事
資源・化学品事業部門長付

重松 篤 理事
中部ブロック長補佐

理事
中部ブロック総括部長

八谷 賢次郎 理事
輸送機・建機事業部門参事
住商機電貿易(株)

理事
中東支配人
中東住友商事会社
<同社社長>

井上 和幸 理事
新産業・機能推進事業部門長付

理事
エレクトロニクス事業本部長
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氏　名 新分掌 現分掌
足立 正俊 理事

金属事業部門長付
理事
非鉄金属製品本部長

田中 竹千代 理事
地域総括部長

理事
オーストラリア住友商事会社
<同社社長>

松沢 慎也 理事
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
人事・法務・企画グループ長
華北総括ユニット長
中国住友商事会社
北京住友商事会社
 <同社社長>

理事
アジア総支配人補佐
アジア住友商事会社
<シンガポールビジネスユニット長>

髙野 善晴 理事
中部ブロック総括部長

理事
内部監査部長

荒井 健彦 理事
通信・環境・産業インフラ事業本部副本部長

理事
通信・環境・産業インフラ事業本部参事
住友商事マシネックス(株)

山根 学 理事
アジア総支配人補佐
アジア住友商事会社
<シンガポールビジネスユニット長>

理事
基礎化学品本部長

福島 紀美夫 理事
自動車事業第二本部副本部長

理事
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
上海住友商事会社
<同社社長 兼 南京事務所長>

須之部 潔 理事
物流保険事業本部長

理事
金融・物流総括部長

渋谷 年史 理事
メディア･ライフスタイル総括部長

理事
米州総支配人補佐
北米住友商事グループＣＡＯ
北米人材・情報グループ長
北米コーポレート・コーディネーション
グループ長
米国住友商事会社

 泰弘 理事
基礎化学品・エレクトロニクス本部長
エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長

理事
北米住友商事グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ
米国住友商事会社
THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION
米州総支配人補佐

幸田 好弘 理事
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社
<同社社長 兼 南京事務所長>

理事
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社

堀江 誠 理事
金属総括部長

理事
鉄鋼第三本部長補佐
鉄鋼第二本部長補佐
鉄鋼第三事業企画部長
鉄鋼第二事業企画部長
兼 住商スチール(株)
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氏　名 新分掌 現分掌

南部 智一 理事
鋼管本部長

理事
北米住友商事グループ
北米鋼管グループ長
米国住友商事会社
<同社ヒューストン店長>
米州総支配人補佐

兵頭 誠之 理事
アジア総支配人補佐
インドネシア住友商事会社
<同社社長 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
アジア住友商事会社

理事
電力・社会インフラ事業本部副本部長
タンジュン・ジャティＢプロジェクト部長
電力・プラントＥＰＣ第一部長
兼 サミット･パワー･ホールディングス(株)
兼 サミット･パワー･デベロップメント(株)

Ⅲ．取締役・執行役員・理事人事・機構改正に伴う関連人事（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
吉元 利夫 嘱託

住友商事九州(株)
九州･沖縄ブロック長付

嘱託
住友商事九州(株)
<同社社長>
九州･沖縄ブロック長

鉄屋 正夫 嘱託
物流保険事業本部参事
サミット･エアー･サービス(株)

嘱託
物流保険事業本部長

宮本 優 コーポレート・コーディネーション
グループ長付

地域総括・調査部長

遠藤 貴也 人事部長 人事部副部長
兼 住商アドミサービス(株)

岡田 常之 人事厚生部長 関西ブロック総括部長

小川 英男 リスクアセスメント部長 資源・化学品総括部副部長

坂 昇 鉄鋼第三本部長補佐
兼 鉄鋼第三事業企画部長
兼 鉄鋼第二事業企画部長
兼 電磁・ブリキ事業部長
兼 住商スチール(株)

海外薄板・半製品事業部長
兼 電磁・ブリキ事業部長
兼 住商スチール(株)

矢野 音道 海外薄板・半製品事業部長
兼 住商スチール(株)

海外薄板・半製品事業部長付
兼 住商スチール(株)

鈴木 周一 油井管事業部長 欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長
欧州住友商事会社

石原 淳也 ラインパイプ事業部長 ラインパイプ事業部長付

妻鹿 英史 電力エネルギーソリューション事業部長 電力エネルギーソリューション事業部副部長
兼 サミットエナジー(株)
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氏　名 新分掌 現分掌

松野木 一士 タンジュン・ジャティＢプロジェクト部長
兼 電力・社会インフラ事業本部長付
兼 サミット･パワー･ホールディングス(株)
兼 サミット･パワー･デベロップメント(株)

タンジュン・ジャティＢプロジェクト部副部長
兼 サミット･パワー･ホールディングス(株)
兼 サミット･パワー･デベロップメント(株)
兼 電力・プラントＥＰＣ第一部長付
兼 住商機電貿易(株)

佐橋 明三 電力・プラントＥＰＣ第一部長 タイ住友商事会社
兼 スミ･タイ･インターナショナル会社

石原 将 石炭部長 北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ長
米国住友商事会社
<同社ピッツバーグ店長>

竪山 隆治 炭素部長 炭素部副部長

鈴木 平造 基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐 基礎化学品本部参事
住友商事ケミカル(株)

仲野 真司 関西ブロック総括部長 中国住友商事グループ
人事・法務・企画グループ長
兼 華北総括ユニット長
中国住友商事会社
兼 北京住友商事会社
<同社社長>

木村 榮 台湾住友商事会社
SUMITRONICS TAIWAN CO., LTD.

エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長

志摩 明 中東住友商事会社
SC TUBULAR & STEEL PRODUCTS (M.E.) FZCO

油井管事業部長付

吉田 茂修 欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長
欧州住友商事会社

ラインパイプ事業部長

村井 俊朗 北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ長
米国住友商事会社
<同社ピッツバーグ店長>

炭素部長

髙橋 和之 オーストラリア住友商事会社
<同社社長>

石炭部長

福原 豊樹 ソーラービジネス事業部長 環境・省エネ事業部長付

小川 新人 環境ソリューション事業部長 無機・ファインケミカル部長付

野中 紀彦 電池事業開発部長 自動車製造事業部長付

近田 剛 新事業投資部長 投融資部参事
SUMITOMO CORPORATION EQUITY ASIA LIMITED
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Ⅳ．機構改正（４月１日付）

３．【資源・化学品事業部門】

　　とする。

２．【コーポレート部門】
　　地域総括・調査部を地域総括部に改称する。

    人事部を人事部と人事厚生部に分割する。

　　基礎化学品本部とエレクトロニクス事業本部を統合し、基礎化学品・エレクトロニクス本部

１．【営業部門の新設】
    新産業･機能推進事業部門を新設し、新産業・機能推進総括部、新事業推進本部、金融事業本部
　　並びに物流保険事業本部を設置する。

   ※「新産業･機能推進事業部門の概要」
　
    全社横断的な視点から、新たな産業分野における事業の開発･推進を行うと共に、専門機能の
　　活用を通じて、各分野のビジネス推進を支援する営業部門。

　　新たに設置する新事業推進本部には、ソーラービジネス事業部、環境ソリューション事業部、
　　電池事業開発部、新事業投資部を置き、太陽光発電関連、温室効果ガス削減、排出権ならびに
　　環境リサイクル、リチウム電池関連、ＩＴを含むクリーンテクノロジー関連投資などの
　　環境･新エネルギー分野のビジネスを集約し、その開発と推進を戦略的に行なう。

　　金融事業本部と物流保険事業本部については、営業力の更なる強化と共に、専門的知見を
　　全社に提供する機能の一層の高度化を通じ、各分野のビジネス推進を支援する。

　　尚、この機構改正に伴い、現在の金融･物流事業部門を発展的に解消する。
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【参考資料】

Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　：　３９名
　 　　　<◎印： 代表取締役兼務執行役員>

役位 氏　名 分　掌

社　　長 加藤 進 ◎

副社長執行役員 村 道男
アジア総支配人
アジア住友商事会社
<同社社長>

（２名） 大森 一夫 輸送機･建機事業部門長 ◎

専務執行役員 品川 道久

米州総支配人
北米住友商事グループＣＥＯ
米国住友商事会社
<同社社長>

（９名） 森 修一 関西ブロック長

荒井 俊一 金属事業部門長 ◎

北川 信夫 生活産業･建設不動産事業部門長 ◎

梶原 謙治

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
<同社社長>

濵田 豊作
ＣＦＯ
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 ◎

加納 岳 コーポレート･コーディネーショングループ長 ◎

中村 晴 資源･化学品事業部門長 ◎

常務執行役員 佐々木 新一
生活産業・建設不動産事業部門長補佐
生活資材本部長

（１４名） 川原 卓郎 人材・総務・法務グループ長 ◎

大澤 善雄 メディア･ライフスタイル事業部門長 ◎

阿部 康行 新産業･機能推進事業部門長 ◎

冨樫 和久

金属事業部門長補佐
鉄鋼第三本部長
兼 住商スチール(株)
<同社社長>

竹内 一弘
アジア副総支配人
アジア住友商事会社
<同社副社長>

石田 新一
輸送機･建機事業部門長補佐
建設機械事業本部長

曽根 貴史
CIS支配人
欧州総支配人補佐
モスクワ事務所長

日髙 直輝 中部ブロック長

大橋 茂
メディア･ライフスタイル事業部門長補佐
ライフスタイル･リテイル事業本部長

土井 雅行 経営企画部長

降旗 亨
資源・化学品事業部門長補佐
資源第二本部長

猪原 弘之
フィナンシャル･リソーシズグループ長補佐
財務部長

中村 勝

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
<同社社長>
欧州住友商事会社
<同社社長>
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執行役員 中村 仁 内部監査部長

（１３名） 平尾 浩平 通信・環境・産業インフラ事業本部長

鐘ヶ江 倫彦 電力・社会インフラ事業本部長

町田 清美 自動車事業第二本部長

岩沢 英輝
フィナンシャル･リソーシズグループ長補佐
コーポレートリスク管理部長

武内 彰 資源第一本部長

高畑 恒一 主計部長

幸 伸彦
ライフサイエンス本部長
ペットケアサイエンス部長

小川 潔 法務部長

溝渕 寛明 新事業推進本部長

関内 雅男 非鉄金属製品本部長

杉森 正人

北米住友商事グループ
ＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
北米コーポレート・コーディネーション
グループ長
米国住友商事会社
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>
米州総支配人補佐

関根 豊 輸送機・建機総括部長

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　取締役会長 岡　素之

代表取締役　取締役社長 加藤  進

代表取締役 大森　一夫

代表取締役 荒井　俊一

代表取締役 北川　信夫

代表取締役 濵田　豊作

代表取締役 守山　隆博

代表取締役 加納　岳

代表取締役 中村　晴

代表取締役 川原　卓郎

代表取締役 大澤　善雄

代表取締役 阿部  康行
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Ⅲ．４月１日付 新任執行役員の経歴書

４月新任執行役員

【氏　　名】　 武内　彰 (たけうち　あきら)

【生年月日】　 １９５４年 ３月 １５日生　(本年５６才)

【最終学歴】 １９７７年   ３月　　 京都大学　経済学部卒

【略　　歴】

１９７７年　　４月 住友商事株式会社　入社

非鉄原料部

１９８２年　　８月 メキシコ住友商事会社（メキシコシチ－）

１９８７年　　８月 非鉄地金・原料部

１９９３年　　６月 カナダ住友商事会社　バンクーバー支店（バンクーバー）

１９９６年　　８月 非鉄原料部長付

１９９７年　　８月 非鉄原料部参事

ヌサ・テンガラ・マイニング(株)出向

１９９９年　　４月 非鉄原料地金部参事（マタラム）

P.T. NEWMONT NUSA TENGGARA出向

２０００年　　３月 バツヒジャウ・プロジェクト室参事（スンバワ）

ヌサ・テンガラ・マイニング(株)出向

兼　P.T. NEWMONT NUSA TENGGARA出向

２００２年　　１月 非鉄金属原料部長付

２００３年　　４月 非鉄金属原料部副部長

２００４年　　４月 非鉄金属原料部長

２００６年　　４月 理事就任

資源第一本部副本部長

非鉄金属原料部長

２００６年　１０月 資源第一本部副本部長

２００８年　　４月 資源第一本部長

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 高畑　恒一 (たかはた　こういち)

【生年月日】　 １９５６年 ２月 ２４日生　(本年５４才)

【最終学歴】 １９７８年   ３月　　 早稲田大学　理工学部卒

【略　　歴】

１９７８年　　４月 住友商事株式会社　入社

物資業務部

１９９１年　１１月 スペイン住友商事会社（マドリッド）

１９９８年　　７月 主計部長付

２０００年　　４月 主計部長付

兼　ＩＲ部長付

２００２年　１２月 インベスターリレーションズ部長付

２００４年　　６月 インベスターリレーションズ部長

２００６年　　４月 理事就任

２０１０年　　１月 主計部長

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 幸　伸彦 (ゆき　のぶひこ)

【生年月日】　 １９５２年 １２月 ３０日生　(本年５８才)

【最終学歴】 １９７６年   ３月　　 東京大学　農学部卒

【略　　歴】

１９７６年　　４月 住友商事株式会社　入社

繊維業務部

１９７８年　　８月 パリ事務所における海外トレイニー

１９７９年　　８月 アビジャン事務所における海外トレイニー

１９８０年　　９月 農薬第二部

１９８４年　　５月 フランス住友商事会社（パリ）

１９９２年　　４月 農業化学品第三部長付

１９９６年　　４月 アグリサイエンス第二部長付

兼　住商ファインケミカルズ貿易(株)出向

１９９６年　１０月 アグリサイエンス第二部参事（パリ）

SUMI－AGRO FRANCE S.A.S.出向

２０００年　　４月 アグリサイエンス部参事（パリ）

SUMMIT AGRO EUROPE LTD.出向

兼　SUMIAGRO (UK) LIMITED出向

兼　SUMI－AGRO FRANCE S.A.S.出向

２００３年　　４月 アグリサイエンス部長

兼　機能性化学品本部長付

兼　住商アグロインターナショナル(株)出向

２００６年　　７月 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(株)出向

２００７年　　４月 理事就任

ライフサイエンス本部長

２００８年　　４月 ライフサイエンス本部長

ペットケアサイエンス部長

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 小川　潔 (おがわ　きよし)

【生年月日】　 １９５４年 ７月 ２８日生　(本年５６才)

【最終学歴】 １９７７年   ３月　　 東京大学　法学部卒

【略　　歴】

１９７７年　　４月 住友商事株式会社　入社

法務部

１９８１年　　４月 中近東支配人付属員（アンマン）

１９８３年　　５月 中近東支配人付属員（バ－レ－ン）

１９８４年　　２月 文書法務部

１９８８年　　８月 欧州総支配人付（ロンドン）

１９９４年　　５月 文書法務部長付

１９９９年　　１月 米国住友商事会社　SCOA法務部（ニューヨーク）

２００４年　　１月 法務部副部長

２００６年　　４月 法務部長

２００７年　　４月 理事就任

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 溝渕　寛明 (みぞぶち　ひろあき)

【生年月日】　 １９５４年 ９月 １５日生　(本年５６才)

【最終学歴】 １９７７年   ３月　　 東京大学　法学部卒

【略　　歴】

１９７７年　　４月 住友商事株式会社　入社

東京審査部

１９８６年　　９月 業務部

１９９４年　　４月 原油部長付

１９９５年　　６月 燃料本部長付

１９９５年　　８月 アルホバル事務所長付（アルホバル）

１９９６年　１１月 アルホバル事務所長（アルホバル）

１９９８年　１２月 燃料開発室長付

２００２年　　４月 エネルギー事業部副部長

２００２年　　９月 エネルギー事業部長

２００４年　　７月 エネルギー事業部長

兼　エネルギー第二本部長付

兼　サミットエナジーホールディングス(株)出向

２００７年　　４月 理事就任

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(株)出向

２００８年　　７月 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

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 関内　雅男 (せきうち　まさお)

【生年月日】　 １９５６年 １月 ２１日生　(本年５４才)

【最終学歴】 １９７９年   ３月　　 一橋大学　商学部卒

【略　　歴】

１９７９年　　４月 住友商事株式会社　入社

鉄鋼統括部

１９８０年　　５月 鋼材貿易第三部

１９８９年　　２月 鋼材貿易第四部（クアラルンプ－ル）

SUMIPUTEH STEEL CENTRE SDN.BHD.出向

１９９４年　　４月 薄板貿易第三部長付

１９９６年　　４月 薄板貿易第二部参事（マニラ）

JS STEEL CORPORATION出向

２００１年　　９月 薄板貿易第二部長付

２００２年　　２月 鉄鋼第二本部長付

兼　住商スチールトレード(株)出向

兼　薄板貿易第二部長付

２００４年　　８月 薄板貿易第二部長

兼　鉄鋼第二本部長付

兼　住商スチール(株)出向

２００６年　　７月 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(株)出向

２００７年　　４月 理事就任

鉄鋼第三本部副本部長

ステンレス部長

兼　住商スチール(株)出向

２００８年　　４月 金属総括部長

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 杉森　正人 (すぎもり　まさと)

【生年月日】　 １９５７年 ３月 １７日生　(本年５３才)

【最終学歴】 １９７９年   ３月　　 大阪大学　法学部卒

【略　　歴】

１９７９年　　４月 住友商事株式会社　入社

管理部

１９７９年　１０月 非鉄化燃審査部

１９９３年　　９月 米国住友商事会社　SCOA管理部（ニューヨーク）

２０００年　　１月 機電審査部長付

２００４年　　４月 機電総括部副部長

２００５年　　４月 機電総括部長

２００７年　　４月 理事就任

２００８年　　４月 米国住友商事会社

SCOAリスクマネジメントグループ長（ニューヨーク）

米州総支配人補佐

２００９年　　４月 北米住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ（ニューヨーク）

北米リスクマネジメントグループ長

米国住友商事会社副社長 兼 ＣＦＯ

米州総支配人補佐

２００９年　　８月 北米住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ（ニューヨーク）

米国住友商事会社副社長 兼 ＣＦＯ

米州総支配人補佐

以　　上

経　　歴　　書
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４月新任執行役員

【氏　　名】　 関根　豊 (せきね　ゆたか)

【生年月日】　 １９５５年 １０月 ２５日生　(本年５５才)

【最終学歴】 １９７８年   ３月　　 慶應義塾大学　法学部卒

【略　　歴】

１９７８年　　４月 住友商事株式会社　入社

建設機械部

１９８０年　　９月 バグダッド事務所（バグダッド）

１９８３年　１１月 建設機械第二部

１９９１年　１２月 ジャカルタ事務所長代理（ジャカルタ）

１９９７年　　６月 建設機械第二部長付

１９９９年　１１月 米国住友商事会社　シカゴ支店（シカゴ）

２０００年　　５月 米国住友商事会社　シカゴ支店（シカゴ）

兼　SMS INTERNATIONAL CORPORATION出向

２００４年　　４月 建設機械第三部長

２００７年　　４月 米国住友商事会社

SCOA機電・情報産業グループ長(ニューヨーク)

２００８年　　２月 輸送機・建機総括部副部長

２００９年　　４月 理事就任

輸送機・建機総括部長

以　　上

経　　歴　　書
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