
2012 年 2 月 2 日 

各  位 

会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

代表者名 取締役社長 岡藤 正広

(コード番号 8001 東証第一部 )

問合せ先 広報部長  高田 知幸

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

 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動について決議致しましたの

で、お知らせ致します。 

 

1. 異動の理由 

経営体制の一層の強化を図るため。 

 

2. 異動の内容 

【 新 】      【 現 】 

 

【代表取締役でなくなる者】（平成 24 年 3 月 31 日付） 

◇ 赤松 良夫     顧問    取締役 専務執行役員 

◇ 岡田 賢二     顧問    取締役 常務執行役員 

◇ 菊地 哲      顧問    取締役 常務執行役員 

 

【代表取締役になる者】（6 月定時株主総会日付）  

◇ 福田 祐士  取締役 常務執行役員   常務執行役員 

◇ 吉田 朋史  取締役 常務執行役員   常務執行役員 

◇ 塩見 崇夫  取締役 常務執行役員   株式会社オリエントコーポレーション 

        代表取締役副社長（兼）副社長執行役員 

 

＜添付資料＞ 

◇ 1. 2012 年度役員人事 

1.  役員の退任（3 月 31 日付） 

2.  執行役員の新任（4 月 1 日付） 

3.  執行役員の再任、昇格、役割異動（4 月 1 日付） 

4.  審議役の新任（4 月 1 日付） 

5.  取締役の新任候補（6 月定時株主総会日付） 

6.  監査役の退任（6 月定時株主総会日付） 

7.  監査役の新任候補（6 月定時株主総会日付） 
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◇ 新任代表取締役候補、新任執行役員、新任監査役候補 略歴 

◇ 2. 人事異動 

 

   以 上 
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１．役員の退任 ７名（３月３１日付）

※桑山信雄は4月1日付で社長補佐（中国食料・建設事業担当）に就任。

２．執行役員の新任 ７名(４月１日付） 履歴書添付

食品流通部門長

紙パルプ部長

ブランドマーケティング第二部門長

執行役員
鉢村　剛 財務部長

化学品部門長代行(兼）無機化学品部長

執行役員
石井　和則

執行役員
齋藤　一也

執行役員
亀岡　正彦

執行役員
柘植　一郎

常務執行役員
塩見　崇夫

執行役員
中出　邦弘

現役割氏名

繊維カンパニーCFO・CIO

株式会社オリエントコーポレーション
代表取締役副社長（兼）副社長執行役員

三宅　幸宏 顧問 執行役員

笠川　信之 顧問 執行役員

須﨑　隆寛 理事 執行役員

菊地　哲 顧問 取締役　常務執行役員

桑山　信雄 理事 専務執行役員

赤松　良夫 顧問 取締役　専務執行役員

岡田　賢二 顧問 取締役　常務執行役員

2012年2月2日

伊藤忠商事株式会社

1．　２０１２年度役員人事

氏名 新 現
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３．執行役員の再任（３１名）、昇格(４名）、役割異動（１７名）　　（４月１日付） *昇格役員

常務執行役員
化学品部門長代行
（兼）有機化学品第一部長

今井　雅啓
* 常務執行役員

プラント・船舶・航空機部門長
執行役員
プラント・船舶部門長

中山　勇
*

常務執行役員
食料カンパニー プレジデント補佐
(兼)食糧部門長

執行役員
食料カンパニー プレジデント補佐
(兼)食糧部門長

塩見　崇夫
常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

株式会社オリエントコーポレーション
代表取締役副社長（兼）副社長執行役員

木造　信之
* 常務執行役員

建設・金融部門長
執行役員
建設・不動産部門長

吉田　朋史
常務執行役員
住生活・情報カンパニー プレジデント

常務執行役員
生活資材部門長

常務執行役員
金属カンパニー プレジデント

常務執行役員
金属・エネルギーカンパニー プレジデント

小関　秀一

常務執行役員
東アジア総代表
(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

常務執行役員
東アジア総代表
(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)上海伊藤忠商事有限公司総経理
(兼)伊藤忠香港会社会長
(兼)BIC董事長

福田　祐士

常務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー
プレジデント

松島　泰
常務執行役員
CAO・CCO

常務執行役員
機械・情報カンパニー プレジデント

常務執行役員
CIO（兼）住生活・情報カンパニー
エグゼクティブ バイス プレジデント石丸　慎太郎

常務執行役員
CIO（兼）特定業務担当役員補佐
（金融・保険事業部/物流統括部担当）

中村　一郎

氏名 新 現

髙柳　浩二
*

専務執行役員
CSO
(兼)業務部長

常務執行役員
CSO
(兼)業務部長

小林　洋一
副社長執行役員
社長補佐（関西担当（兼）営業管掌）

副社長執行役員
社長補佐（金属・エネルギーカンパニー／
機械・情報カンパニー管掌）
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４．審議役の新任 ２名（４月１日付）

CIO補佐
(兼）IT企画部長

現在の執行役員３８名のうち、退任予定の７名（参照「１.役員の退任」）を除く３１名全員が執行役員を再任する。

中出　邦弘
執行役員
経理部長代行 繊維カンパニーCFO・CIO

齋藤　一也
執行役員
化学品部門長

執行役員
新エネルギー・石炭部門長

吉田　多孝

池内　宏
東アジア総代表補佐（華南担当）
(兼）伊藤忠香港会社社長

化学品部門長代行(兼）無機化学品部長

柘植　一郎
執行役員
生活資材部門長 紙パルプ部長

占部　真純

氏名 現役割

大喜多　治年
執行役員
石炭・原子力・ソーラー部門長

執行役員
自動車・建機・産機部門長

執行役員
自動車・建機部門長

山口　潔
執行役員
秘書部長

執行役員
伊藤忠インターナショナル会社
エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）伊藤忠インターナショナル会社
　　　繊維部門長
（兼） ITOCHU PROMINENT USA LLC
　　　(CHAIRMAN & CEO)

鷲巣　寛
執行役員
金属・鉱物資源部門長

執行役員
金属部門長

氏名 新 現
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５．取締役の新任候補 ３名（６月定時株主総会日付） 履歴書添付

６．監査役の退任 １名（６月定時株主総会日付）

７．監査役の新任候補 １名（６月定時株主総会日付） 履歴書添付

          以　　上

福田　祐士

取締役　常務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー
プレジデント

常務執行役員
化学品部門長代行
（兼）有機化学品第一部長

氏名 新

赤松　良夫 常勤監査役
取締役　専務執行役員

CAO・CCO

氏名 新 現

氏名 新 現

米家　正三 理事 常勤監査役

現

塩見　崇夫
取締役　常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

株式会社オリエントコーポレーション
代表取締役副社長（兼）副社長執行役員

吉田　朋史
取締役　常務執行役員
住生活・情報カンパニー プレジデント

常務執行役員
生活資材部門長
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履   歴   書 

 

 

ふ く だ  ゆ う じ  

福 田  祐 士  

１ ９ ５ ７ 年 １ 月 ２ １ 日 生  

 

学       歴 

１９７９年 ３月 東京大学薬学部卒業 

 

職       歴 

１９７９年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９７９年 ４月 同社 精密化学品部精密化学品第二課 

１９７９年１０月 伊藤忠ファインケミカル㈱出向 

１９８８年 ２月 伊藤忠商事株式会社 機能化学品総括部企画統轄課 

  （兼)機能化学品総括部開発チーム 

１９９２年 ４月 同社 化学品第一部門企画統轄課 

１９９２年１１月 同社 ソウル支店 

１９９６年 ２月 同社 合繊化学部合繊化学第一課長代行 

１９９７年 ４月 同社 合繊化学部合繊化学第二課長 

１９９８年１０月 同社 合繊化学部合繊化学第一課長 

  （兼)合繊化学部合繊化学第二課長 

１９９９年 ４月 同社 有機化学品部合繊原料課長 

２００１年 ６月 同社 有機合繊原料部長代行 

  （兼)有機合繊原料部合繊原料課長 

２００２年 ４月 同社 生活資材・化学品経営企画部長 

  
（兼)生活資材・化学品カンパニー 

チーフ インフォメーション オフィサー 

  （兼)生活資材・化学品経営企画部生活資材・化学品情報化推進チーム長 

２００３年 ４月 同社 有機化学品部長 

２００４年 ４月 同社 業務部長代行 

２００５年 １月 同社 業務部長 

２００６年 ５月 同社 化学品部門長 

２００６年 ６月 同社 化学品部門長 

  （兼)化学品部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

２００６年 ６月 同社 執行役員就任 

２００７年 １月 同社 化学品部門長 

  （兼)合成樹脂部長 

  （兼)化学品部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

２００７年 ４月 同社 化学品部門長 

  （兼)化学品部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

２００７年１１月 同社 化学品部門長 

  （兼)化学品部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

  （兼)化学品部門内部統制プロジェクト改善責任者 

２００８年 ４月 同社 生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼)化学品部門長 

  （兼)化学品部門内部統制統括責任者 

  （兼)化学品部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 
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２００９年 ４月 同社 常務執行役員就任 

２０１０年 ６月 同社 生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼)化学品部門長 

２０１１年 ９月 同社 生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼)化学品部門長 

  （兼)有機化学品第一部長 

 

＜所有株式数＞ 24,700株 

以 上 
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履   歴   書 

 

 

よ し だ  と も ふ み  

吉 田  朋 史  

１ ９ ５ ６ 年 ９ 月 ５ 日 生  

 

学       歴 

１９７９年 ３月 慶応義塾大学商学部卒業 

 

職       歴 

１９７９年 ４月 伊藤忠商事株式会社 入社 

１９７９年 ４月 同社 紙パルプ原料部パルプ第一課 

１９９３年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社出向（物産部門）（バンクーバー駐在） 

１９９６年 ４月 伊藤忠商事株式会社 パルプ部パルプ第三課長代行 

１９９６年１０月 同社 パルプ部パルプ第三課長 

１９９８年 ４月 同社 パルプ部パルプ第一課長 

１９９９年１０月 同社 紙パルプ部海外課長 

２０００年 ４月 同社 業務部 

２００２年１１月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門(ニューヨーク駐在) 

２００３年 １月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長(ニューヨーク駐在) 

２００３年 ８月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長(ニューヨーク駐在) 

  （兼)伊藤忠カナダ会社 モントリオール事務所長 

２００４年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長(ニューヨーク駐在) 

  （兼)伊藤忠インターナショナル会社 サンフランシスコ支店長 

  （兼)伊藤忠カナダ会社 モントリオール事務所長 

２００６年 ４月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品経営企画部長 

  
（兼)生活資材・化学品カンパニー 

チーフ インフォメーション オフィサー 

  （兼)ＣＳＲ・コンプライアンス統括部コンプライアンス室 

２００６年 ６月 同社 生活資材・化学品経営企画部長 

  
（兼)生活資材・化学品カンパニー 

チーフ インフォメーション オフィサー 

  （兼)生活資材・化学品経営企画部 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

  （兼)ＣＳＲ・コンプライアンス統括部コンプライアンス室 

２００７年 ４月 同社 執行役員就任 

  生活資材部門長 

  （兼)生活資材部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

２００７年１１月 同社 生活資材部門長 

  （兼)生活資材部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

  （兼)生活資材部門内部統制プロジェクト改善責任者 

２００８年 ４月 同社 生活資材部門長 

  （兼)生活資材部門内部統制統括責任者 

  （兼)生活資材部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者 

２０１０年 ４月 同社 常務執行役員就任 

２０１０年 ６月 同社 生活資材部門長 

 

＜所有株式数＞ 24,550株 

以 上 
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履   歴   書 

 

し お み  た か お  

塩 見 崇 夫  

１９５２年１１月２５日生  

 

学       歴 

１９７５年 ３月 神戸大学経営学部卒業 

 

職       歴 

１９７５年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９７５年 ４月 同社 自動車第一部自動車第一課 

１９８１年 ９月 同社 ロッテルダム支店（ロッテルダム駐在） 

１９８６年 ８月 同社 自動車第一部自動車第一課 

１９９２年１０月 同社 自動車第四部自動車第九課長 

１９９５年 ４月 同社 自動車第四部自動車第十四課長 

１９９６年 ８月 同社 自動車部門開発チ－ム長 

  （兼）業務部ＨＵＢ室 

１９９９年 ４月 同社 自動車欧州・ＣＩＳ部長 

２０００年 ４月 同社 自動車業務戦略室長 

２００１年 ２月 同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 

２００１年 ４月 同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 

  （兼）金融・不動産・保険・物流カンパニー   

  チーフ インフォメーション オフィサー 

２００２年 ４月 同社 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 

２００４年 ４月 同社 物流部門長 

２００４年 ６月 同社 執行役員就任 

２００５年 ４月 同社 金融部門長 

２００６年 ４月 同社 常務執行役員就任 

  金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント 

２００６年 ６月 同社 常務取締役就任 

２００８年 ５月 同社 常務取締役退任 

２００８年 ６月 株式会社オリエントコーポレーション 顧問就任 

 同社 代表取締役副社長（兼）副社長執行役員就任 

 

＜所有株式数＞ 8,000株 

以  上 
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履   歴   書 

 

な か で  く に ひ ろ  

中 出 邦 弘  

１９５７年１２月２３日生  

 

学       歴 

１９８０年 ３月 神戸大学経営学部卒業 

 

職       歴 

１９８０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８０年 ４月 同社 食料物産経理部物産経理チーム 

１９８８年 ４月 シーアイ ファイネックス（株）出向 

１９８９年 ８月 伊藤忠商事株式会社 財務部 

１９９１年 ８月 同社 大阪財務部資金課 

１９９４年１２月 同社 繊維グループ管理部アパレル経理チーム 

１９９６年 ４月 シーアイ繊維サービス（株）出向（大阪駐在） 

１９９６年 ６月 伊藤忠香港会社（香港駐在） 

２００２年 ６月 伊藤忠シェアードマネジメントサービス（株）出向 

２００２年１０月 伊藤忠シェアードマネジメントサービス（株）出向 

  （兼）業務部総合経営管理室 

２００５年 ４月 伊藤忠シェアードマネジメントサービス（株）出向 

  （兼）ＣＦＯ室 

２００５年 ５月 伊藤忠商事株式会社 ＣＦＯ室 

２００６年 ５月 同社 ＣＦＯ室長 

２０１０年 ５月 同社 繊維カンパニー チーフ フィナンシャル オフィサー 

２０１１年 ４月 同社 繊維カンパニー ＣＦＯ・ＣＩＯ 

 

以  上 
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履   歴   書 

 

かめおか  まさひこ  

亀 岡 正 彦  

１ ９ ５ ８ 年 １ 月 １ 日 生  

 

学       歴 

１９８０年 ３月 慶應義塾大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９８０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８０年 ４月 同社 中国室機械チ－ム 

１９８４年 ３月 同社 大連事務所（大連駐在） 

１９８８年 ４月 同社 加工食品部加工食品第二課 

１９９１年 ４月 同社 北京事務所（北京駐在） 

１９９５年 ４月 同社 食品流通第一部食品流通第二課 

１９９９年 ４月 同社 食品流通部食品流通第三課長 

２０００年 ４月 同社 食品流通第二部食材輸入開発課長 

２００２年 ４月 同社 食品流通第二事業部輸入食品課長 

２００２年 ５月 ＢＩＣ出向（副総経理）（北京駐在） 

２００３年 ４月 ＢＩＣ出向（総経理）（北京駐在） 

２００８年 １月 伊藤忠商事株式会社 食品流通部 

２００８年 ４月 同社 食品流通部長 

２００９年 ４月 同社 食品流通部門長代行 

  （兼）食品流通部長 

２０１１年 ４月 同社 食品流通部門長 

２０１２年 ４月 同社 執行役員就任 

   

 以  上 
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履   歴   書 

 

つ  げ  い ち ろ う  

柘 植 一 郎  

１９５８年３月１９日生  

 

学       歴 

１９８０年 ３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８０年 ４月 同社 紙パルプ原料部パルプ第二課 

１９８２年 ４月 日伯紙パルプ資源開発（株）出向 

１９８４年 ４月 伊藤忠商事株式会社 紙パルプ原料部パルプ第二課 

１９９３年 ９月 伊藤忠インターナショナル会社（物産部門）（ニューヨーク駐在） 

１９９７年 ６月 伊藤忠商事株式会社 生活産業経営企画部物産経営企画チ－ム 

１９９７年 ７月 同社 生活産業経営企画部物産経営企画チ－ム長 

１９９８年１０月 同社 生活産業経営企画部物産経営企画チ－ム長 

  （兼）物産部門経営企画課長 

１９９９年 ４月 同社 生活産業経営企画部物産経営企画チ－ム長 

  （兼）物産部門経営企画課長 

  （兼）物産部門リーテイル室企画開発チーム長 

２０００年 ４月 同社 生活資材部門リーテイル室長代行 

  （兼）生活資材部門リーテイル室企画開発チーム長 

２０００年 ９月 （株）クリックエンタープライズ出向（代表取締役社長） 

２００１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 生活資材部門リーテイル室長 

２００２年 ４月 （株）クリックエンタープライズ出向（代表取締役社長） 

２００３年 ４月 伊藤忠紙パルプ㈱出向 

２００４年 ４月 ＩＰＰＡ出向(MANAGING DIRECTOR)（シンガポール駐在） 

２００５年 ７月 伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在） 

  （兼）ＩＰＰＡ出向 

２００６年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠インターナショナル会社 サンフランシスコ支店長 

  （兼）伊藤忠カナダ会社 モントリオール事務所長 

２００７年 １月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠インターナショナル会社 サンフランシスコ支店長 

２００８年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠インターナショナル会社 サンフランシスコ支店長 

  
（兼）ＰＲＩＭＥＳＯＵＲＣＥ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ 

出向(CHAIRMAN) 

  （兼）ＩＴＯＣＨＵ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ出向(CHAIRMAN) 

２００８年 ９月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材･化学品部門長（ニューヨーク駐在） 

  
（兼）ＰＲＩＭＥＳＯＵＲＣＥ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ 

出向(CHAIRMAN) 

  （兼）ＩＴＯＣＨＵ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ出向(CHAIRMAN) 

２００９年 ４月 伊藤忠商事株式会社 紙パルプ部長 

 

以  上 
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履   歴   書 

 

い し い  か ず の り  

石 井 和 則  

１ ９ ５ ９ 年 １ 月 ９ 日 生  

 

学       歴 

１９８１年 ３月 大阪大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８１年 ４月 同社 繊維資材製品貿易部物流管理課 

１９９１年 ２月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在） 

１９９７年 ５月 伊藤忠商事株式会社 繊維資材部 

１９９９年 ２月 同社 業務部 

２００１年 ５月 同社 繊維資材・リビング事業部繊維資材第三課長 

２００３年 ４月 同社 繊維資材・ライフスタイル事業部ライフスタイル第一課長 

  （兼）繊維資材・ライフスタイル事業部繊維資材第三課長 

２００３年 ５月 同社 繊維資材・ライフスタイル事業部ライフスタイル第一課長 

２００４年 ４月 同社 繊維資材・ライフスタイル事業部ライフスタイル第一課長（東京駐在） 

２００５年 ２月 同社 繊維資材・ライフスタイル事業部ライフスタイル第一課長（東京駐在） 

  （兼）コンバースフットウェア（株）出向 

２００５年 ４月 コンバースフットウェア（株）出向（代表取締役副社長） 

２００７年 ４月 川辺（株）出向 

２００７年 ６月 川辺（株）出向（常務取締役） 

２００９年 ７月 伊藤忠商事株式会社 ブランドマーケティング第二部門長 

 

以  上 
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履   歴   書 

 

さ い と う  か ず や  

齋 藤  一 也  

１９５９年１月１８日生  

 

学       歴 

１９８１年 ３月 横浜国立大学工学部材料化学科卒業 

 

職       歴 

１９８１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８１年 ４月 同社 合成樹脂第二部ポリオレフィン第一課 

１９９０年１１月 同社 機能樹脂部機能樹脂貿易課（ロンドン長期出張） 

１９９１年 ３月 伊藤忠英国会社（ロンドン駐在） 

１９９２年 １月 ＰＬＢ出向（バーミンガム駐在） 

１９９３年 ４月 欧州化学品グループ（ＰＬＢ）出向（バーミンガム駐在） 

１９９３年１２月 欧州化学品グループ（ロンドン駐在） 

  （兼）伊藤忠欧州会社 

１９９５年 ５月 伊藤忠商事株式会社 工業部材部工業部材第二課 

１９９７年 ５月 同社 秘書部 

１９９９年 ４月 同社 化学品部門総括チーム長 

２０００年 ４月 同社 合成樹脂部合成樹脂部材第二課長 

２００１年 ４月 同社 合成樹脂部工業樹脂課長 

２００２年１０月 伊藤忠プラスチックス（株）出向 

  （兼）合成樹脂部中国・アジア投資戦略チーム長代行 

２００３年 ４月 伊藤忠プラスチックス（株）出向 

  （兼）合成樹脂部中国・アジア投資戦略室長代行 

２００４年 ４月 伊藤忠プラスチックス（株）出向 

２００７年 ６月 伊藤忠プラスチックス（株）出向（執行役員） 

２００９年 ４月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品経営企画部長 

  （兼）生活資材・化学品カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー 

２００９年 ６月 同社 生活資材・化学品経営企画部長 

２０１１年 ４月 同社 化学品部門長代行 

  （兼）無機化学品部長 

２０１２年 ４月 同社 執行役員就任 

以  上 
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履   歴   書 

 

はちむら   つよし  

鉢 村  剛  

１ ９ ５ ７ 年 ７ 月 ６ 日 生  

 

学       歴 

１９８２年 ３月 早稲田大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９９１年１０月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９９１年１０月 同社 鉄鉱石部鉄鉱石第一課 

１９９８年 ４月 同社 石炭部一般炭第二課長 

２０００年 ４月 同社 業務部 

２００３年 ４月 同社 石炭部長代行 

２００４年 ４月 ＩＭＥＡ出向(CEO)(シドニー駐在) 

２００６年 ４月 伊藤忠商事株式会社 金属・エネルギー経営企画部長 

２００７年 ４月 同社 金属・エネルギー経営企画部長 

  （兼）金属・エネルギーカンパニー チーフ インフォメーション オフィサー 

２００８年 ４月 同社 金属・エネルギー経営企画部長 

２００９年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 ＣＡＯ（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

２００９年 ５月 伊藤忠インターナショナル会社 ＣＡＯ（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

  （兼）伊藤忠インターナショナル会社 ヒューストン事務所長 

２００９年 ９月 伊藤忠インターナショナル会社 ＣＡＯ（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

２０１１年 １月 伊藤忠インターナショナル会社 ＣＡＯ（ニューヨーク駐在） 

  （兼）伊藤忠インターナショナル会社経営企画部長 

  （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

２０１１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 財務部長 

２０１２年 ４月 同社 執行役員就任 

以  上 
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履   歴   書 

 

あ か ま つ  よ し お  

赤 松  良 夫  

１９４９年５月２日生  

 

学       歴 

１９７４年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

 

職       歴 

１９７４年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９７６年 ４月 同社 デュバイ事務所 

１９７６年１０月 同社 アブダビ事務所 

１９７９年 ６月 同社 化学プラント第一部化学プラント第二課 

１９８８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 

１９９０年 ４月 同社 化学プラント部化学プラント第二課長代行 

１９９１年１０月 同社 化学プラント部化学プラント第二課長 

１９９７年 ４月 同社 化学プラント部長代行 

２０００年 ４月 同社 機械経営企画部長 

２００１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 

２００２年 ６月 同社 執行役員就任 

２００３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 

２００４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 

２００４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 

２００５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 

２００５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 

２００６年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社社長(ＣＥＯ)  

２００７年 ４月 伊藤忠商事株式会社 アジア総支配人 

２００８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 

２０１０年 ４月 同社 専務執行役員就任 

  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 

２０１０年 ６月 同社 取締役 専務執行役員就任 

２０１１年 ４月 同社 ＣＡＯ・ＣＣＯ 

 

以 上 
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２０１２年２月２日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧）

（ 2012年3月1日付 ）

ｵｶﾀﾞ  ﾖｼﾄ

ワルシャワ事務所長 統合リスクマネジメント部 岡田  義人

海外総括室

ﾆｼﾑﾛ  ﾖｼﾋｻ

ベトナム支配人 プラント・船舶部門長代行 西室  喜永

(兼)ハノイ事務所長

（ 2012年4月1日付 ）

ﾆｼﾜｷ  ﾐｷｵ

繊維カンパニーＣＦＯ ＣＦＯ付 西脇  幹雄

(兼)不動産・金融・保険・物流経理室長

ﾏﾙﾔﾏ  ｶｽﾞﾉﾘ

機械カンパニーＣＦＯ 機械・情報カンパニーＣＦＯ補佐　 丸山  和紀

(兼)機械・情報経理室長

ﾊﾔﾀ  ﾉﾘﾕｷ

機械経営企画部長 機械・情報経営企画部長 早田  憲之

ﾀﾅｶ  ﾏｻﾔｽ

金属カンパニーＣＦＯ 金属・エネルギーカンパニー 田中  雅康

ＣＦＯ・ＣＩＯ　

２．人事異動
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（新） （旧）

ﾂﾁﾊｼ ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

金属経営企画部長 伊藤忠豪州会社　パース事務所長 土橋  修三郎

(兼)ＩＴＯＣＨＵ Ｍｉｎｅｒａｌｓ 

＆Ｅｎｅｒｇｙ ｏｆ Ａｕｓｔｒａｌｉａ 

Ｐｔｙ Ｌｔｄ　DIRECTOR

ｳﾂﾉﾐﾔ  ﾀﾀﾞｼ

エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ 東アジア総代表補佐 経営管理担当 宇都宮  正

(兼)中国経営管理グループ長

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ｵｵｸﾎﾞ  ﾋｻﾄ

エネルギー・化学品経営企画部長 天然ガス事業開発部長 大久保  尚登

ﾆｼﾔﾏ  ﾐﾉﾙ

住生活・情報カンパニーＣＦＯ 生活資材・化学品カンパニー 西山  実

ＣＦＯ・ＣＩＯ　

ｳﾗｼﾏ  ﾉﾌﾞﾔ

住生活・情報経営企画部長 業務部 浦島  宣哉

ﾉﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ

情報・保険・物流部門長 エキサイト株式会社　代表取締役社長 野田  俊介

ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｷﾉﾘ

東北支社長 業務部 松田  幸則

関西業務室長
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（新） （旧）

ｷﾀｶﾞﾜ  ﾏｻﾋﾃﾞ

伊藤忠フランス会社社長 いすゞビジネス部長代行 北川  正英

(兼)伊藤忠チュニジア会社社長 (兼)いすゞビジネス部

    営業サポートチーム長

ｲｸﾞﾁ  ﾋﾃﾞｷ

サウジアラビア代表 中近東総支配人付 井口  英毅

リヤド事務所長 (兼)デュバイ支店

(兼)トリポリ事務所長

ｵｶﾀﾞ  ｱｷﾋｺ

東アジア総代表補佐(華東担当) 金属・エネルギー経営企画部長 岡田  明彦

(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理

ｽﾅﾔﾏ  ﾄﾖﾋﾛ

東アジア総代表補佐(華南担当) アセアン・南西アジア総支配人補佐 砂山  豊宏

(兼)伊藤忠香港会社社長 経営企画担当

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾋﾛﾀｶ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 金融・保険事業部長 杉原  弘隆

経営企画担当

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｲｼｲ  ｹｲﾀ

インドシナ支配人 インドシナ支配人 石井  敬太

(兼)伊藤忠タイ会社社長 (兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長 (兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長

(兼)バンコック支店長 (兼)バンコック支店長

(兼)プノンペン事務所長
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（新） （旧）

ﾌｼﾞﾂｶ  ｷﾖｼ

ＣＩＳ代表 ＩＴＯＣＨＵ Ｐｌａｓｔｉｃｓ 藤塚  潔

(兼)モスクワ事務所長 Ｐｔｅ.,Ｌｔｄ.

MANAGING DIRECTOR

２．顧問の新任

（新）

（ 2012年2月1日付 ）

ｺﾝﾄﾞｳ　 ｼﾞｭﾝｲﾁ

 顧問 近藤　純一

以　上
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