
2010 年 3 月 3 日 

各  位 

会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

代表者名 取締役社長 小林 栄三

(コード番号 8001 東証第一部 )

問合せ先 広報部長  中山  勇

( T E L . 0 3 - 3 4 9 7 - 7 2 9 1 )

 

2010 年度役員人事及び組織改編の件 

 

当社は、平成 22 年 3 月 3 日開催の取締役会において、以下の通り役員人事及び組織改編

について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

◇ 2010 年度 役員人事の件 

 

１． 執行役員の退任（3 月 31 日付） 

２． 取締役の昇格（4 月 1 日付） 

３． 役員制度改定に伴う役付取締役の変更および役付執行役員の選任（4 月 1 日付） 

４． 執行役員の新任（4 月 1 日付） 

５． 執行役員の昇格（4 月 1 日付） 

６． 執行役員の再任（4 月 1 日付） 

７． 取締役・執行役員の役割異動（4 月 1 日付） 

８． 審議役の新任（4 月 1 日付） 

９． 取締役の新任候補（6 月定時株主総会日付） 

１０．取締役の再任候補（6 月定時株主総会日付） 

  １１．取締役の退任（6 月定時株主総会日付） 

 

 ＜添付資料＞ 取締役新任候補 履歴書 

 

◇ 組織改編 

 

 

以  上 



１．執行役員の退任 ４名（３月３１日付）

２．取締役の昇格 １名（４月１日付）

３．役員制度改定に伴う役付取締役の変更および役付執行役員の選任 １０名（４月１日付）

４．執行役員の新任 ６名(４月１日付）

氏名 新(４月１日付） 現

2010年3月3日

伊藤忠商事株式会社

２０１０年度役員人事

星　秀一

氏名

野村　徹

古田　貴信 代表取締役　常務取締役

常務執行役員 代表取締役　常務取締役

吉田　多孝 いすゞ・建機部門長

中山　勇 広報部長

取締役副会長

食品流通部門長

氏名 新 現

久野　貢 理事 執行役員

佐々　和秀 顧問 常務執行役員

松川　良夫 理事 常務執行役員

常務執行役員

丹波　俊人

玉野　邦彦 理事

氏名 新 現

小林　洋一

青木　芳久

渡邉　康平 代表取締役副社長

関　忠行

井上　裕雄

岡田　賢二

髙柳　浩二

菊地　哲

代表取締役　副社長執行役員 代表取締役副社長

代表取締役　専務執行役員

代表取締役　専務執行役員

代表取締役　専務執行役員

代表取締役　常務執行役員

代表取締役　常務執行役員

代表取締役　常務執行役員

代表取締役　常務執行役員

小林　文彦 人事部長代行

取締役

代表取締役　専務取締役

代表取締役　常務取締役

代表取締役　常務取締役

代表取締役　常務取締役

代表取締役　常務取締役

代表取締役　常務取締役

代表取締役　常務取締役

現役割

豊島　正德 中近東総支配人(兼)伊藤忠中近東会社会長

玉巻　裕章 伊藤忠インターナショナル会社繊維部門長



５．執行役員の昇格 ８名（４月１日付）

６．執行役員の再任 ２８名（４月１日付）

７.取締役・執行役員の役割異動　 １０名（４月１日付）

現

執行役員常務執行役員

社長補佐（ＬINEs分掌）

人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフコンプライアンスオフィサー

アジア総支配人
(兼)伊藤忠シンガポール会社社長
(兼)シンガポール支店長

桑山　信雄
（専務執行役員） 関西担当役員

氏名 新 現

野村　徹
（常務執行役員）

アジア総支配人
(兼)伊藤忠シンガポール会社社長
(兼)シンガポール支店長 機械カンパニープレジデント

新

社長補佐　経営管理管掌
(兼)人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフコンプライアンスオフィサー

社長補佐　海外分掌役員

氏名

常務執行役員 執行役員

桑山　信雄 専務執行役員 常務執行役員

赤松　良夫 専務執行役員 常務執行役員

中村　一郎 常務執行役員 執行役員

北村　喜美男 常務執行役員 執行役員

小関　秀一

常務執行役員 執行役員

機械カンパニー
エグゼクティブバイスプレジデント

中国総代表補佐（華東担当）
(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理
(兼)中国ビジネス開発グループ長
(兼)上海伊藤忠商事有限公司
     武漢分公司総経理

現在執行役員３２名のうち、退任予定の、佐々氏、松川氏、玉野氏、久野氏の４名を除く２８名を全員を再任
する。

丹波　俊人
（取締役
  副社長執行役員）

渡邉　康平
（取締役副会長）

大洋州総支配人
(兼)伊藤忠豪州会社社長

経営企画担当役員補佐
（国内支社・支店担当）
(兼)関西担当役員

赤松　良夫
（専務執行役員）

松島　泰
（常務執行役員） 機械カンパニープレジデント

佐々木　淳一
（常務執行役員）

中国総代表
(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
(兼)上海伊藤忠商事有限公司董事長
(兼)伊藤忠香港会社会長
(兼)ＢＩＣ董事長

吉田　朋史

岡本　均

社長補佐　経営管理管掌

藤野　達夫
（常務執行役員）

中国総代表
(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
(兼)上海伊藤忠商事有限公司董事長
(兼)伊藤忠香港会社会長
(兼)ＢＩＣ董事長

佐々木　淳一 常務執行役員 執行役員



８．審議役の新任 １名（４月１日付）

９．取締役の新任候補 履歴書添付

１０．取締役の再任候補 １１名（６月定時株主総会日付）

１１．取締役の退任 １名（６月定時株主総会日付）

／以　　上

岡本　均
（常務執行役員） 繊維カンパニープレジデント

松本　耕一
食料カンパニー
チーフフィナンシャルオフィサー

小関　秀一
（常務執行役員）

氏名

岡本　均 執行役員

常務執行役員

中国総代表代行（華東担当）
(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理
(兼)中国ビジネス開発グループ長
(兼)上海伊藤忠商事有限公司
     武漢分公司総経理 繊維原料・テキスタイル部門長

取締役　常務執行役員

赤松　良夫 取締役　専務執行役員

取締役　常務執行役員 常務執行役員

現在の取締役１４名のうち、退任予定の丹羽氏、古田氏、野村氏３名を除く１１名全員を再任候補とする。

氏名 現役割

ファッションアパレル部門長

顧問 常務取締役古田　貴信

新 現氏名

松島　泰

氏名 新

新

３名（６月定時株主総会日付）

現

現



 

 

                               履   歴   書 

 

 

 

                              あかまつ   よしお 

                                              赤  松  良  夫 

                                                         昭和２４年５月２日生 

 

                               学       歴 

１．昭和４９年 ３月  早稲田大学政治経済学部卒業 

 

                               職       歴 

１．昭和４９年 ４月  伊藤忠商事株式会社入社 

１．昭和５１年 ４月  同社 デュバイ事務所 

１．昭和５１年１０月  同社 アブダビ事務所 

１．昭和５４年 ６月  同社 化学プラント第一部化学プラント第二課 

１．昭和６３年１０月  同社 重化工プロジェクト部重化工プロジェクト第三課 

１．平成 ２年 ４月  同社 化学プラント部化学プラント第二課長代行 

１．平成 ３年１０月  同社 化学プラント部化学プラント第二課長 

１．平成 ９年 ４月  同社 化学プラント部長代行 

１．平成１２年 ４月  同社 機械経営企画部長 

１．平成１３年 ４月  同社 機械経営企画部長 

               （兼）機械カンパニー  
                                    チーフ インフォメーション オフィサー 

１．平成１４年 ６月  同社 執行役員就任 

１．平成１４年１０月  同社 機械経営企画部長 

               （兼）機械カンパニー  
                                    チーフ インフォメーション オフィサー 
      （兼）コンプライアンス室 

１．平成１５年 ４月  同社 アジア地域担当役員 

               （兼）中国グローバル戦略室長 

１．平成１６年 ４月  同社 海外担当役員補佐（欧米担当） 

               （兼）中国グローバル戦略室長 

１．平成１６年 ５月  伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ 

            （兼）伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ 
            （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

１．平成１７年 ４月  伊藤忠商事株式会社 常務執行役員就任 

            伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ） 
（兼）伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ 

            （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

１．平成１７年 ５月  伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ） 

            （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

１．平成１８年 ４月  伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ） 

１．平成１９年 ４月  伊藤忠商事株式会社 アジア総支配人 

１．平成２０年 ４月 同社 アジア総支配人 

            （兼）伊藤忠シンガポール会社社長 
            （兼）シンガポール支店長 
            （兼）アジア内部統制統括責任者 

 

 

以 上 



履   歴   書 

 

 
 

まつしま   とおる 
松   島   泰 
昭和３０年４月１６日生 

 

 

学       歴 

１．昭和５４年 ３月 東京外国語大学スペイン語学科卒業 

 

 

職       歴 

１．昭和５４年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１．昭和５４年 ４月 同社 自動車第一部自動車第二課 

１．昭和６２年 ７月 同社 パナマ支店（パナマ駐在） 

１．平成 ２年 ４月 伊藤忠中南米会社出向（パナマ駐在） 

１．平成 ４年 ７月 伊藤忠商事株式会社 自動車第二部自動車第六課 

１．平成 ７年 ４月 同社 自動車第二部自動車第六課長代行 

１．平成 ７年１０月 同社 自動車第二部自動車第八課長代行 

１．平成 ８年 ７月 同社 自動車第二部自動車第八課長 

１．平成１２年 ４月 同社 自動車第二部長代行 

  （兼）自動車第二部中南米課長 

１．平成１５年 ４月 同社 機械経営企画部長 

  （兼）機械カンパニーチーフ インフォメーション オフィサー 

  （兼）コンプライアンス室 

１．平成１８年 ４月 同社 自動車部門長 

１．平成１８年 ６月 同社 自動車部門長 

  （兼）自動車部門ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

１．平成１８年 ６月 同社 執行役員就任 

１．平成１９年１１月 同社 自動車部門長 

  （兼）自動車部門ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

  （兼）自動車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 自動車部門長 

  （兼）自動車部門内部統制統括責任者 
  （兼）自動車部門ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

１．平成２１年 ４月 同社 常務執行役員就任 

  機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

 
 

以 上 



 

履   歴   書 

 

 

おかもと  ひとし 

岡 本  均 

昭和３１年６月１４日生 

 

 

学       歴 

１．昭和５５年 ３月  早稲田大学法学部卒業 

  

職       歴 

１．昭和５５年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１．昭和５５年 ４月 同社 特需部受渡チーム 

１．昭和５７年 ２月 同社 特需部ユニホーム課 

１．平成 ８年 ４月 同社 ユニフォ－ム・製品部ユニフォ－ム・製品第三課長代行 

１．平成１０年 ４月 天津華達出向（総経理（董事））（天津駐在） 

１．平成１２年 ４月 伊藤忠商事株式会社  機能衣料事業部ユニフォーム・製品第三課長 

１．平成１３年 ４月 同社 機能衣料・テキスタイル事業部（東京）ユニフォーム・製品課長 

１．平成１５年 ４月 同社 ファッションアパレル事業部機能衣料課長 

１．平成１７年 ４月 同社 ファッションアパレル第一部長 

１．平成１９年 ４月 同社 ファッションアパレル部門長代行 

    (兼)ファッションアパレル第一部長  

１．平成２０年 ４月 同社 執行役員就任 

  ファッションアパレル部門長 

   (兼)ファッションアパレル部門内部統制統括責任者 

   (兼)ファッションアパレル部門ITOCHU DNAプロジェクト責任者 

 

 

以 上 



 

２０１０年３月３日 

 

伊藤忠商事株式会社 

 組織改編  

 

（２０１０年４月１日付） 

 

１．部門の改編 

 

 機械カンパニー  

  「自動車部門」と「いすゞ・建機部門」を統合し、「自動車・建機部門」とする。 

 

【改編前】            【改編後】 

 機械カンパニー                           機械カンパニー  

自動車部門          自動車・建機部門 

いすゞ・建機部門          

 

 

 

２．部の改編 

 

 機械カンパニー  

自動車・建機部門 

 「建機・海外プロジェクト部」を「建設機械部」に改称する。  

 

【改編前】            【改編後】 

 機械カンパニー                           機械カンパニー  

自動車部門               自動車・建機部門 

自動車第一部          自動車第一部 

自動車第二部          自動車第二部 

自動車事業推進部         自動車事業推進部 

  いすゞ・建機部門                           いすゞ・ビジネス部 

いすゞ・ビジネス部                          建設機械部  

建機・海外プロジェクト部          

 

 

 

 

 

 



 食料カンパニー  

生鮮・食材部門 

  「食材流通第一部」と「食材流通第二部」を「農産部」と「食材流通部」に改編する。 

 

【改編前】   【改編後】 

 生鮮・食材部門             生鮮・食材部門  

  水産部      水産部 

 畜産部      畜産部 

食材流通第一部               農産部  

食材流通第二部          食材流通部 

 

 金融・不動産・保険・物流カンパニー  

金融・保険部門 

  「金融企業投資部」を「金融戦略投資部」に改編する。 

 

【改編前】       【改編後】 

 金融・保険部門        金融・保険部門  

 金融市場営業部      金融市場営業部 

 金融企業投資部      金融戦略投資部 

 金融事業推進部      金融事業推進部 

 保険ビジネス営業部      保険ビジネス営業部 

 

 

３．総本社職能部・室の改編 

 

  経営企画担当役員管下の「IR室」を総本社CFO管下へ移管する。 

  「グループ決算サポート・IFRS室」を新設する。 

  海外分掌役員管下の「海外市場部」を経営企画担当役員管下へ移管する。 

 

【改編前】   【改編後】 

 CFO            CFO  

 CFO室      CFO室 

 経営企画担当役員              IR室 

 IR室                                       グループ決算サポート・IFRS室（新設） 

  海外分掌役員                           経営企画担当役員  

          海外市場部                            海外市場部 

／以 上 
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