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役員人事（代表取締役の異動に関するお知らせ） 

 

2011年3月30日開催の取締役会において、4月1日付の執行役員人事、及び来る6月24日

開催予定の定時株主総会及び取締役会に付議される予定の取締役人事が添付の通り決

議されましたのでお知らせ致します。 

 

 

＜内容一覧＞ 

Ⅰ． 執行役員人事 

1) 委嘱業務の変更（4月1日付） 

2) 退任執行役員 （3月31日付） 

 

Ⅱ． 取締役人事 

1) 新任取締役（6月24日株主総会日付） 

2) 退任取締役（6月24日株主総会日付） 

 

Ⅲ． 上記人事に伴う関連一般人事 

 

【添付資料】 

① 4月1日以降の執行役員体制 

② 6月24日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制 

③ 役員数 

④ 新任代表取締役略歴 



Ⅰ．　執行役員人事

1)　委嘱業務の変更　2名
2011年4月1日付

氏名 新 現

岡田　譲治
常務執行役員 CFO(チーフフィナン
シャルオフィサー)

常務執行役員CFO(チーフフィナンシャ
ルオフィサー)補佐 兼 経理部長

田中　浩一
執行役員CFO(チーフフィナンシャルオ
フィサー)補佐 兼 セグメント経理部長

執行役員セグメント経理部長

2)　退任執行役員　1名
2011年3月31日付

氏名 新 現

松本　順一 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員
CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)

Ⅱ．　取締役人事

1)　新任取締役　1名
2011年6月24日株主総会付議予定

氏名 新 現

岡田　譲治
代表取締役常務執行役員CFO(チーフ
フィナンシャルオフィサー)

常務執行役員 CFO(チーフフィナン
シャルオフィサー)（4月1日付）

2)　退任取締役　1名
2011年6月24日株主総会日付

氏名 新 現

松本　順一 顧問 取締役（4月1日付）

Ⅲ．　上記人事に伴う関連一般人事

2011年4月1日付
氏名 新 現

松原　圭吾 経理部長 財務統括部長

以　上



【4月1日以降の執行役員体制】 （３９名）

社　　長 飯　島　彰　己

副社長執行役員 田　中　誠　一 大　前　孝　雄

(３名） 駒　井　正　義

専務執行役員 川　嶋　文　信

(１名）

常務執行役員 雑　賀　大　介 小　山　　修

(１３名） 花　形　　滋 瀬戸山 貴　則

坂　本　憲　昭 岡　田　譲　治

山　内　　卓 木　下　雅　之

大　井　　篤 福　永　　尚

河　相　光　彦 安　部 慎太郎

高　橋　　規

執 行 役 員 田　中　規　誉 采　野　　進

(２１名） 福　地　和　彦 日　高　光　雄

小　林　一　三 吉　村　真　琴

中　山　立　夫 佐　藤　元　信

田　中　浩　一 石　川　博　紳

加　藤　広　之 本　坊　吉　博

秋　川　健　次 相　京　勝　則

久　米　敦　司 鈴　木　　徹

三箇山 秀　之 金　森　　健

田　中　　聡 鈴　木　　愼

高　橋　康　志

添 付 ①



【6月24日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制】

取締役会長 槍　田　松　瑩

代表取締役社長 飯　島　彰　己

代表取締役 田　中　誠　一

代表取締役 大　前　孝　雄

代表取締役 駒　井　正　義

代表取締役 川　嶋　文　信

代表取締役 雑　賀　大　介

代表取締役 岡　田　譲　治

代表取締役 木　下　雅　之

＊ 取締役 松　原　亘　子

＊ 取締役 野　中　郁次郎

＊ 取締役 平　林　　博

＊ 取締役 武　藤　敏　郎

常勤監査役 三　浦　　悟

常勤監査役 村　上　元　則

＊ 監査役 門　脇　英　晴

＊ 監査役 中　村　直　人

＊ 監査役 松　尾　邦　弘

＊ 監査役 渡　辺　裕　泰

＊は社外取締役･社外監査役

添 付 ②



2011年6月24日

＜取締役＞

＜監査役＞

＜取締役・監査役＞

監査役　合計 6名

取締役・監査役　合計 19名（内、社外8名）

常勤監査役 2名

社外監査役 4名

取締役

取締役　合計

1名

1名

11名

13名（内、社外4名）

添 付 ③

役　　員　　数

取締役会長

取締役社長



新任取締役略歴

岡田　譲治 (ｵｶﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ)

生年月日： 1951年10月 10日生

最終学歴： 1974年 3月
横浜国立大学　経済学部卒

入    社： 1974年 4月 当社入社

略    歴：

1974年 4月 鉄鋼会計部

1978年 5月 米国三井物産㈱

1984年 12月 経理部

1988年 9月 フランス三井物産㈱Director

1994年 11月 経理部

2000年 6月 経理部／室長

2001年 5月 カナダ三井物産㈱／GM（在バンクーバー） 

2002年 5月 カナダ三井物産㈱／GM（在トロント） 

2004年 6月 金属会計部長

2005年 4月 金属・エネルギー会計部長

2006年 2月 財務統括部長

2007年 4月 経理部長

2008年 4月 執行役員経理部長

2009年 4月 執行役員CFO補佐兼経理部長

2010年 4月 常務執行役員CFO補佐兼経理部長

現在に至る

添 付 ④
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