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役  員  人  事 

 

2013年1月23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 

現体制の通り 

 

Ⅲ． 監査役人事 

重任監査役（6月21日開催予定株主総会日付） 

 

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 4月1日以降の組織体制 



Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　８名

2013年4月1日付

氏名 新 現

安部 慎太郎 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員

山内　卓
専務執行役員 アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株）社長

常務執行役員 アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産㈱社長

石川 博紳

常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本
部長
兼　欧州三井物産（株）社長
（在ロンドン）

執行役員 人事総務部長

久米 敦司
常務執行役員 次世代･機能推進本部
長※

執行役員 金融・新事業推進本部長

三箇山 秀之 常務執行役員 中部支社長 執行役員 中部支社長

金森　健 常務執行役員 プロジェクト本部長 執行役員 プロジェクト本部長

田中　聡
常務執行役員 コンシューマーサービス
事業本部長

執行役員 コンシューマーサービス事
業本部長

鈴木　愼
常務執行役員 南西アジア総代表
兼　インド三井物産（株）社長
（在ニューデリー）

執行役員 南西アジア総代表
兼　インド三井物産（株）社長
（在ニューデリー）

※添付④「4月1日以降の組織体制」をご参照願います。



2)　新任執行役員　10名

2013年4月1日付

氏名 新 現

澤田 眞治郎

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 三井物産(広東)貿易有限公司董事
長
(在北京)

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)

藤谷 泰之

執行役員 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）

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）

藤吉 泰晴 執行役員 食品事業本部長 食糧副本部長

森本　　卓 執行役員 化学品業務部長※ 機能化学品副本部長

北森 信明 執行役員 秘書室長 秘書室長

藤井 晋介
執行役員 ブラジル三井物産（株）社長
兼　米州本部長付（在サンパウロ）

ブラジル三井物産（株）社長
兼 米州本部長付(在サンパウロ)

佐藤　真吾 執行役員 人事総務部長 プロジェクト本部長補佐

小野　元生
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)

鉄鋼製品本部エネルギー鋼材事業部
長

竹部 幸夫 執行役員 金属資源本部長
エネルギー第二本部エネルギー第二
業務部長 兼 エネルギー第一本部エ
ネルギー第一業務部長

安永 竜夫 執行役員 機械･輸送システム本部長※
経営企画部長 兼 韓国三井物産（株）
理事(在東京)

※添付④「4月1日以降の組織体制」をご参照願います。



3)　委嘱業務の変更　5名

2013年4月1日付

氏名 新 現

本坊 吉博 常務執行役員 事業統括部長※ 常務執行役員 事業管理部長

石川 博紳

常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本
部長
兼　欧州三井物産（株）社長
（在ロンドン）

執行役員 人事総務部長

久米 敦司
常務執行役員 次世代･機能推進本部
長※

執行役員 金融・新事業推進本部長

相京 勝則 執行役員 関西支社副支社長
執行役員 物流本部長 兼 物流業務部
長

高橋 康志
執行役員 豪州三井物産（株）社長 兼
ニュージーランド三井物産（株）会長
(在シドニー)

執行役員 金属資源本部長

4)　退任執行役員　7名

2013年3月31日付

氏名 新 現

瀬戸山 貴則 顧問（４月１日付）

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 三井物産(広東)貿易有限公司董事
長
(在北京)

坂本 憲昭 退任
常務執行役員　欧州・中東・アフリカ本
部長
兼 欧州三井物産（株）社長(在ロンドン)

福永　尚 退任 常務執行役員 食品事業本部長

福地 和彦 退任 執行役員 九州支社長

※添付④「4月1日以降の組織体制」をご参照願います。



氏名 新 現

小林 一三 退任 執行役員 船舶・航空本部長

中山 立夫 退任 執行役員 自動車・建機事業本部長

秋川 健次 退任 執行役員 情報産業本部長

Ⅱ．　取締役人事

現体制の通り

Ⅲ．　監査役人事

重任監査役　1名

2013年6月21日開催予定株主総会付議予定

氏名 新 現

渡辺 裕泰 監査役（社外） 監査役（社外）

Ⅳ．　上記人事に伴う関連一般人事

2013年4月1日付

氏名 新 現

伊藤 洋一 理事 貿易・物流管理部長 ロジスティクスマネジメント部長

萩原 伸一 理事 鉄鋼製品副本部長 鉄鋼製品本部 鉄鋼製品業務部長

柴沼 隆之 理事 中国支社長 中国支社長

篠崎 真睦

理事 米州本部長補佐
兼 米国三井物産（株）
ワシントンD.C.事務所長
(在ワシントンD.C.)

米州本部長補佐
兼 米国三井物産（株）
ワシントンD.C.事務所長
(在ワシントンD.C.)

向井 義明 理事 チリ―三井物産（有）社長 経営企画部海外室長



氏名 新 現

堀　　健一 経営企画部長 ＩＲ部長

佐藤 秀之 東北支社長
自動車・建機事業本部
自動車・建機業務部長

小島 俊二 九州支社長
欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

瀧澤 佳樹
欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

金属資源本部
(在大阪)

得田 儀生 金属業務部長※
出向[三井物産スチール（株）取締役]
(鉄鋼製品本部 鉄鋼製品業務部)
(在東京)

八木 浩道 機械･インフラ業務部長※
船舶・航空本部
船舶海外事業部長

剱　　弘幸 エネルギー業務部長※
エネルギー第二本部
モザンビーク事業部長

羽鳥　　信 食糧･食品事業業務部長※
食糧本部
食糧業務部長

西村　　至
理事 コンシューマーサービス業務部長
※

理事 欧州・中東・アフリカ副本部長
兼 CAO 兼 CCO

植田　　勲 次世代･機能推進業務部長※
アジア・大洋州本部CAO
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP
(在シンガポール)

塩谷 公朗 フィナンシャルマネジメント第一部長※ セグメント経理部長

梅原 一真 フィナンシャルマネジメント第二部長※
米州本部CFO
兼 米国三井物産（株）SVP 兼 CFO
(在ニューヨーク)



氏名 新 現

森 光次郎 フィナンシャルマネジメント第三部長※ 市場リスク統括部長

益本 広史 リスクマネジメント部長※ 信用リスク統括部長

野瀬 道広 ＩＲ部長

出向[Mitsui Rail Capital,LLC
エグゼクティブディレクター
(プロジェクト本部 交通プロジェクト部)
(在シカゴ)

今川　　毅
米州本部CFO
兼 米国三井物産（株）SVP 兼 CFO
(在ニューヨーク)

経営企画部
ポートフォリオ管理室長

※添付④「4月1日以降の組織体制」をご参照願います。



添付　①

【4月1日以降の執行役員体制】（41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

(5名） 木　下　雅　之 安　部 慎 太 郎

山　内　　　卓

常務執行役員 田　中　浩　一 大　井　　　篤

(12名） 河　相　光　彦 高　橋　 　 規

加　藤　広　之 本　坊　吉　博

石　川　博　紳 久　米　敦　司

三箇山　秀　之 金　森　　　健

田　中　　　聡 鈴　木　　　愼

執 行 役 員 采　野  　　進 佐　藤　元　信

(21名） 相　京　勝　則 鈴　木　　　徹

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 澤　田  眞治郎

藤　谷　泰　之 藤　吉　泰　晴

森　本　　　卓 北　森　信　明

藤　井　晋　介 佐　藤　真　吾

小　野　元　生 竹　部　幸　夫

安　永　竜　夫



【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

役　　員　　数

取締役会長

取締役社長

取締役

2013年6月21日

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



 4月1日以降の組織体制 添付④

1. 鉄鋼製品本部 1. 鉄鋼製品本部
事業支援ユニット

2. 金属資源本部 2. 金属資源本部

3. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部 3. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部

4. 機械・輸送ｼｽﾃﾑ本部 4. 自動車・建機事業本部 事業管理部

5. 船舶・航空本部 セグメント経理部

5. 基礎化学品本部 6. 基礎化学品本部 信用リスク統括部

6. 機能化学品本部 7. 機能化学品本部 市場リスク統括部

7. ｴﾈﾙｷﾞｰ第一本部 8. ｴﾈﾙｷﾞｰ第一本部 事業統括部

8. ｴﾈﾙｷﾞｰ第二本部 9. ｴﾈﾙｷﾞｰ第二本部 リスクマネジメント部

9. 食糧本部 10. 食糧本部 CFO統括部 CFO業務部

10. 食品事業本部 11. 食品事業本部 経理部 経理部

11. ｺﾝｼｭｰﾏｰｻｰﾋﾞｽ事業本部 12. ｺﾝｼｭｰﾏｰｻｰﾋﾞｽ事業本部 財務部 総合資金部

13. 情報産業本部

12. 次世代・機能推進本部 14. 金融・新事業推進本部

15. 物流本部

 各営業本部業務部

業務部(7部）
・金属業務部
・エネルギー業務部
・機械・インフラ業務部
・化学品業務部
・コンシューマーサービス業務部
・食糧・食品事業業務部
・次世代・機能推進業務部

フィナンシャルマネジメント部（3部）
・第一部：金属・エネルギー担当
・第二部：機械・インフラ・化学品担当
・第三部：生活産業・次世代・機能推進担当

営業本部組織再編概念図 コーポレートスタッフ部門再編概念図

再編の概要 再編の概要

新機構 (2013/4/1より) 現機構 新機構 (2013/4/1より) 現機構




