
 

平成 22 年３月 31 日 
各   位 

会社名     三菱重工業株式会社 

代表者      取締役社長 大宮 英明

                                                   （コード番号 7011） 

上場取引所   東 大 名 福 札 

問合せ責任者 総務部長 矢神 俊郎 

                                                          （TEL03-6716-3111） 

 

役員人事の件 

 
当社は，本日開催の取締役会において，６月２４日の定時株主総会時における社外取締役候

補者を決定いたしましたので，下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

１．社外取締役候補者（６月２４日開催予定の定時株主総会に提案） 

和田 明広  坂本 吉弘       

      （以上２名重任）

小島
こ じ ま

 順彦
よりひこ

  三菱商事㈱取締役社長 

（６月２４日付で同社取締役会長に就任予定） 

 

    （以上１名新任）

（注）和田明広，坂本吉弘及び小島順彦の各氏は，会社法施行規則第２条第３項第７号

に定める社外取締役候補者であります。（小島順彦氏の略歴については別紙を御

参照ください。） 

２．社外取締役退任者（６月２４日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任） 

佐々木幹夫     

      （以上１名）

 
 

 



 
３．〈参考〉当社役員体制 

（平成２２年６月２４日付，予定） 

取締役会長 
（代表取締役） 

佃  和夫  

取締役社長 
（代表取締役） 

大宮 英明  

取締役 
副社長執行役員 
（代表取締役） 

福江 一郎 
取締役社長補佐，ものづくり革新推進担当，エネルギー・環境事業に関する事
項，その他社長特命事項担当 

取締役 
副社長執行役員 
（代表取締役） 

菅  宏 取締役社長補佐，社長室長，その他社長特命事項担当 

取締役 
副社長執行役員 
（代表取締役） 

青木 素直 取締役社長補佐，技術本部長及び情報システム担当，その他社長特命事項担当

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

安田 勝彦 内部監査，ＣＳＲ推進，総務，法務及び人事担当 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

澤  明 原子力事業本部長 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

川井 昭陽 航空宇宙事業本部長 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

宮永 俊一 機械・鉄構事業本部長 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

佃  嘉章 原動機事業本部長 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

河本 雄二郎 経理，資金及び資材担当 

取締役 
常務執行役員 
（代表取締役） 

原  寿 船舶・海洋事業本部長 

取締役 
執行役員 

新谷  誠 ものづくり革新推進部長 

取締役 
執行役員 

阿部  孝 機械・鉄構事業本部副事業本部長 

取締役 
執行役員 

菱川  明 汎用機・特車事業本部長 

取締役 和田 明広 アイシン精機㈱顧問・技監 

取締役 坂本 吉弘 元通商産業審議官 

取締役 小島 順彦 三菱商事㈱取締役会長 

   

常勤監査役 中本 興伸  

常勤監査役 八坂 直樹  

監査役 中野 豊士 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱最高顧問 

監査役 野村 吉三郎 全日本空輸㈱最高顧問 



 

監査役 畔柳 信雄 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長 

 

執行役員 渡部  健 機械・鉄構事業本部紙・印刷機械事業部長 

執行役員 西沢 隆人 機械・鉄構事業本部副事業本部長 

執行役員 伏屋 紀昭 原動機事業本部副事業本部長 兼 再生エネルギー事業部長 

執行役員 和仁 正文 原動機事業本部副事業本部長 

執行役員 前川  篤 原動機事業本部副事業本部長 

執行役員 山内  澄 Mitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc. 社長 

執行役員 正森 滋郎 神戸造船所長 

執行役員 吉田 愼一 名古屋航空宇宙システム製作所長 

執行役員 平本 康治 原動機事業本部副事業本部長 兼 プラント事業部長 

執行役員 小林  孝 航空宇宙事業本部副事業本部長 

執行役員 岩松 茂喜 Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd. 社長 

執行役員 児玉 敏雄 技術本部副本部長 

執行役員 堀口 幸範 海外戦略本部長 

執行役員 有原 正彦 冷熱事業本部長 

執行役員 矢神 俊郎 総務部長 

執行役員 須藤  俊 原子力事業本部副事業本部長 

執行役員 水谷 久和 航空宇宙事業本部副事業本部長 

執行役員 鯨井 洋一 機械・鉄構事業本部機械事業部長 

執行役員 相馬 和夫 長崎造船所長 

執行役員 藤原 彰彦 工作機械事業部長 

執行役員 松村 栄人 船舶・海洋事業本部副事業本部長 

執行役員 山崎 育邦 機械・鉄構事業本部調査役 兼 三菱日立製鉄機械㈱社長 

 

以 上  



略歴書 

 

１．氏名  こじま よりひこ 

   小 島  順 彦 

 

２．生年月日 昭和１６年１０月１５日 

 

３．入社年月 昭和４０年 ５月 三菱商事株式会社入社 

 

４．職歴   

平成 ７年 ６月 三菱商事株式会社取締役 

平成 ９年 ４月   同  社  常務取締役 

平成１３年 ４月   同  社  取締役副社長 

平成１３年 ６月   同  社  取締役副社長執行役員 

平成１６年 ４月   同  社  取締役社長 

 

別紙
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