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役  員  人  事（代表取締役の異動に関するお知らせ） 

 

2012年2月2日開催の取締役会において、4月1日付けの執行役員人事、及び来る6月21日

開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会に付議される予定の取締役・監査役人

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) 昇格執行役員（4月1日付） 

2) 新任執行役員（4月1日付） 

3) 委嘱業務の変更（4月1日付） 

4) 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21日株主総会日付） 

2) 退任取締役（6月21日株主総会日付） 

 

Ⅲ． 監査役人事 

1) 重任監査役（6月21日株主総会日付） 

2) 退任監査役（6月21日株主総会日付） 

 

Ⅳ． 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21日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制 

③ 6月21日開催予定株主総会日以降の役員数 

④ 新任代表取締役略歴 



Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　８名

2012年4月1日付

氏名 新 現

川嶋 文信 代表取締役副社長執行役員 代表取締役専務執行役員

雑賀 大介 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員CCO

岡田 譲治 代表取締役専務執行役員CFO 代表取締役常務執行役員CFO

木下 雅之 代表取締役専務執行役員CIO兼CPO 代表取締役常務執行役員CIO兼CPO

瀬戸山 貴則

専務執行役員 駐中国総代表 兼 三井
物産(中国)有限公司董事長 兼 三井物
産(上海)貿易有限公司董事長 兼 北京
事務所長(在北京)

常務執行役員 駐中国総代表 兼 三井
物産(中国)有限公司董事長 兼　三井
物産(上海)貿易有限公司董事長  兼
北京事務所長(在北京)

田中 浩一 常務執行役員CCO 執行役員CFO補佐 兼 セグメント経理
部長

加藤 広之 常務執行役員 エネルギー第一本部長 執行役員 エネルギー第一本部長

本坊 吉博 常務執行役員 事業管理部長 執行役員 基礎化学品本部長

2)　新任執行役員　６名

2012年4月1日付

氏名 新 現

加藤　格 執行役員 内部監査部長 理事法務部長



氏名 新 現

中湊　晃
執行役員 （株）三井物産戦略研究所代
表取締役社長（経営企画部）（在東京）

駐インドネシア総代表 兼 インドネシア
三井物産（株）社長

吉海 泰至 執行役員 エネルギー第二本部長
欧州・中東・アフリカ本部SVP 兼　資
源・エネルギー商品本部長

松原 圭吾 執行役員 CFO補佐　兼　経理部長 経理部長

中山 和夫 執行役員 食糧本部長※ 食料・リテール本部長補佐

岡村 一也 執行役員 基礎化学品本部長 基礎化学品本部基礎化学品業務部長

3)　委嘱業務の変更　7名

2012年4月1日付

氏名 新 現

雑賀 大介 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員CCO

福永  尚 常務執行役員 食品事業本部長※ 常務執行役員 食料・リテール本部長

安部 慎太郎 常務執行役員 常務執行役員 プロジェクト本部長

田中 浩一 常務執行役員CCO 執行役員CFO補佐 兼 セグメント経理
部長

本坊 吉博 常務執行役員 事業管理部長 執行役員 基礎化学品本部長

※2012年4月1日より食料・リテール本部は、食糧本部と食品事業本部に機構改組する予定です。



氏名 新 現

三箇山 秀之 執行役員 中部支社長 執行役員 総合資金部長

金森　健 執行役員 プロジェクト本部長

執行役員駐中国副総代表　兼 三井物
産(上海)貿易有限公司董事・総経理
(在上海)

4)　退任執行役員　7名

2012年3月31日付

氏名 新 現

大前 孝雄 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

駒井 正義 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

小山　修 退任
常務執行役員（株）三井物産戦略研究
所代表取締役社長(経営企画部)(在東
京)

花形　滋 退任
常務執行役員 中部支社長 兼 業務部
長

田中 規誉 退任 執行役員 事業管理部長

日高 光雄 退任 執行役員 エネルギー第二本部長

吉村 真琴 退任 執行役員 内部監査部長

※2012年4月1日より食料・リテール本部は、食糧本部と食品事業本部に機構改組する予定です。



Ⅱ．　取締役人事

1)　新任取締役　2名

2012年6月21日株主総会付議予定

氏名 新 現

安部 慎太郎 代表取締役常務執行役員 常務執行役員(4月1日付)

田中 浩一 代表取締役常務執行役員CCO 常務執行役員CCO（4月1日付）

2)　退任取締役　2名

2012年6月21日株主総会日付

氏名 新 現

大前 孝雄 顧問 取締役（4月1日付）

駒井 正義 顧問 取締役（4月1日付）

Ⅲ．　監査役人事

1)　重任監査役　1名

2012年6月21日株主総会付議予定

氏名 新 現

松尾　邦弘 監査役（社外） 監査役（社外）

2)　退任監査役　1名

2012年6月21日株主総会日付

氏名 新 現

門脇　英晴 退任 監査役（社外）



Ⅳ．　上記人事に伴う関連一般人事

2012年4月1日付

氏名 新 現

高橋　正純 理事 監査役室長 内部監査部 第四監査室検査役

前川　一郎 理事 IT推進部長
米州本部CCO　兼　米国三井物産

（株）SVP　兼 CCO　(在ニューヨーク)

岩橋　史明 理事 北陸支店長 北陸支店長

小室　徹夫
理事 カナダ三井物産（株）社長　兼　米
州本部長付(在トロント)

カナダ三井物産（株）社長　兼　米州本
部長付(在トロント)

片桐　進
理事 米州本部化学品商品本部長　兼
米国三井物産（株）SVP(在ニューヨー
ク)

米州本部化学品商品本部長　兼　米
国三井物産（株）SVP(在ニューヨーク)

西村　至 理事 欧州・中東・アフリカ副本部長
米州本部CAO　兼　米国三井物産

（株）SVP　兼　CAO(在ニューヨーク)

泉　惠一
理事 駐インドネシア総代表　兼　インド
ネシア三井物産（株）社長

アジア・大洋州三井物産（株）クアラル
ンプール支店長

野村　有一 理事 香港三井物産（株）社長 香港三井物産（株）社長

北森　信明 秘書室長 船舶・航空業務部長

鳥海  修 法務部長 法務部企画法務室長



氏名 新 現

藤谷 泰之
欧州・中東・アフリカ副本部長　兼　中
東三井物産（株）社長(在ドバイ)

プロジェクト本部電力第三部長

中島  透 理事韓国三井物産（株）代表理事社長 理事IT推進部長

澤田 眞治郎
理事駐中国副総代表　兼　三井物産
(上海)貿易有限公司董事・総経理(在上
海)

理事台湾三井物産（股）董事長

以　上



添付　①

【4月1日以降の執行役員体制】（38名）

社　　長 飯  島　彰  己

副社長執行役員 田  中　誠  一 川　嶋　文　信

(2名）

専務執行役員 雑　賀　大　介 岡　田　譲　治

(4名） 木　下　雅　之 瀬戸山　貴　則

常務執行役員 坂　本　憲　昭 山　内　　　卓

(10名） 大　井　　　篤 福　永　　　尚

河　相　光　彦 安　部　慎太郎

高　橋　 　 規 田　中　浩　一

加　藤　広　之 本　坊　吉　博

執 行 役 員 采　野  　　進 福　地　和　彦

(21名） 小　林　一　三 中　山　立　夫

佐　藤　元　信 石　川　博　紳

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 加　藤　　　格

中　湊　　　晃 吉　海　泰　至

松　原　圭　吾 中　山　和　夫

岡　村　一　也



【6月21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 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

代表取締役 安　部　慎太郎

代表取締役 田　中　浩　一

＊ 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 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



＜取締役＞

＜監査役＞

＜取締役・監査役＞

取締役　合計

1名

1名

11名

13名（内、社外4名）

添 付 ③

6月21日開催予定株主総会日以降の役員数

取締役会長

取締役社長

取締役

監査役　合計 5名

取締役・監査役　合計 18名（内、社外7名）

常勤監査役 2名

社外監査役 3名



新任取締役略歴

安部　慎太郎 (ｱﾝﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ)

生年月日： 1952年 8月 31日生

最終学歴： 1977年 3月
早稲田大学理工学部卒業

入    社： 1977年 4月 当社入社

略    歴：

１９７７年 ４月 ペトロケミカルプラント部

１９８２年 １２月 米国三井物産㈱ヒューストン支店

１９８７年 １２月 化学プラント輸出第二部

１９９３年 ４月 プロジェクト開発部/主席

１９９７年 ２月 化学プラント部/主席

１９９９年 １０月 プラント・プロジェクト本部

２００３年 ４月 電機・プラントプロジェクト本部

２００４年 ４月 電力事業部長

２００７年 ４月 プロジェクト本部長補佐

２００８年 １０月 金融市場副本部長

２００９年 ４月 執行役員プロジェクト本部長

２０１１年 ４月 常務執行役員プロジェクト本部長

現在に至る

　　　　　　　所有株式数 ： ９，０００株

添 付 ④-1



新任取締役略歴

田中　浩一 (ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ)

生年月日： 1955年10月 21日生

最終学歴： 1980年 3月
名古屋工業大学大学院工学研究科卒業

入    社： 1980年 4月 当社入社

略    歴：

１９８０年 ４月 経理部

１９８２年 １２月 機械会計部

１９８５年 ２月 機械経理第二部

１９８６年 ７月 経理海外研修員（米国）

１９８７年 ７月 経理部

１９８７年 ８月 米国三井物産㈱

１９８７年 １０月 出向[MITSUI&CO.FINANCE INC.]兼再出向[AMERICAN 

ACCEPTANCE CORP.]（在Norristown/U.S.A.)

１９９０年 ６月 出向[MITSUI&CO.FINANCE INC.]（在NewYork)

１９９３年 ２月 財務部

１９９４年 １１月 市場資金部

１９９９年 ５月 財務部

１９９９年 ６月 財務部/室長

２００３年 １０月 財務部長

２００６年 ４月 総合資金部長

２００９年 ４月 セグメント経理部長

２０１０年 ４月 執行役員セグメント経理部長

２０１１年 ４月 執行役員CFO補佐兼セグメント経理部長

現在に至る

　　　　　　　所有株式数 ： １４，７００株

添 付 ④-2


