
平成 25 年 3 月 27 日 

会 社 名 丸 紅 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長  朝 田  照 男 

（コード番号 8002 東証第 1 部） 

（問合せ先）広報部 報道課長 岩島 弘和 

TEL：03－3282－4803 

弊社役員人事について 

１． 取締役の異動に関するお知らせ 

【新任代表取締役】

氏名 新役職 (現役職) 

田中 一紹 代表取締役常務執行役員 (常務執行役員) 

柿木 真澄 代表取締役常務執行役員 (執行役員) 
 ※それぞれの経歴書は別紙の通り 

【新任取締役】 

氏名 

北畑 隆生 ＜社外＞ *北畑隆生は第 89 回定時株主総会終了時点で監査役を退任予定。

黒田由貴子 ＜社外＞ *戸籍上の氏名は「松本由貴子」 
  ※それぞれの経歴書は別紙の通り 

【退任取締役】 

氏名 

小倉 利之 ＜社外＞ 

石川 重明 ＜社外＞ 

２． 監査役の異動に関するお知らせ 

【新任監査役】 

氏名 

榎  正博 *榎正博は第 89 回定時株主総会終了時点で常務執行役員を退任予定。

末綱 隆 ＜社外＞ 

根津 嘉澄 ＜社外＞ 
  ※それぞれの経歴書は別紙の通り 

【退任監査役】 

氏名 

安江 英行

北畑 隆生 ＜社外＞ 

工藤 博司 ＜社外＞ 

○ 上記異動につき、新任代表取締役は 2013 年 6 月下旬開催予定の第 89 回定時株主総会及び同総会終了後の

取締役会において、新任取締役及び新任監査役は同総会において、正式決定される予定。



2013 年 6 月下旬 第 89 回定時株主総会付議予定の役員人事 

1) 取締役 11 名任期満了につき 12 名選任

○取締役候補

朝田 照男 （重任） 

國分 文也 （重任） 

山添 茂 （重任） 

秋吉 満 （重任） 

野村 豊 （重任） 

岡田 大介 （重任） 

桒山 章司 （重任） 

田中 一紹 （新任） 

松村 之彦 （重任） 

柿木 真澄 （新任） 

北畑 隆生 （新任）＜社外＞ 

黒田由貴子 （新任）＜社外＞ *戸籍上の氏名は「松本由貴子」 

2) 監査役 3 名任期満了につき 3名選任

○監査役候補

榎  正博 （新任） 

末綱 隆 （新任）＜社外＞ 

根津 嘉澄 （新任）＜社外＞ 



新任代表取締役 

経 歴 書 

田中
た な か

 一紹
かずあき

 

１９５７年 ４月 ３日生 

学 歴 

１. １９８０年  ３月   東京大学農学部卒業 

職 歴 

１. １９８０年  ４月 丸紅株式会社入社 

１． ２００３年  ４月 石油・ガス開発部長  

兼 石油・ガス開発部新事業開発課長 

１． ２００４年 ４月  石油・ガス開発部長 

１． ２００６年  ４月 エネルギー部門長補佐 兼 石油・ガス開発部長 

１． ２００８年 ４月  執行役員 エネルギー部門長代行  

１． ２０１０年 ４月 執行役員 エネルギー第二部門長 

１． ２０１１年 ４月 常務執行役員 エネルギー第二部門長 

１． ２０１２年 ４月 常務執行役員 経営企画部長、エネルギー第二部門長 

現在に至る。

〈所有当社株式数〉 ７７，４９１株 

以上 



新任代表取締役 

経 歴 書 

柿木
かきのき

 真澄
ま す み

 

１９５７年 ４月２３日生 

学 歴 

１. １９８０年  ３月   東京大学法学部卒業 

職 歴 

１. １９８０年  ４月 丸紅株式会社入社 

１. １９９８年１１月 MARUBENI EUROPOWER LIMITED 副社長 

１. ２００２年 ４月 MARUBENI EUROPOWER LIMITED 社長 

１． ２００６年  ４月 海外電力プロジェクト第二部長  

兼 丸紅電力開発株式会社社長 

１． ２００８年  ４月 電力・インフラ部門長補佐 

１． ２００９年 ６月 電力・インフラ部門長補佐  

兼 アブダビ商社推進室担当役員補佐 

１． ２０１０年  ４月 執行役員 電力・インフラ部門長 

現在に至る。

〈所有当社株式数〉 ３２，７８９株 

以上 



社外取締役候補 

 

経   歴   書 

 

 

 

 

                                北畑 隆生
きたばた  たかお

 

                                                   １９５０年 １月１０日生 

 

 

学    歴 

  

１.  １９７２年  ３月   東京大学法学部卒業 

 

 

職    歴 

 

１.  １９７２年  ４月 通商産業省入省 

１． １９９５年  ７月 同省 大臣官房企画室長 

１． １９９６年１２月 同省 大臣官房総務課長 

１． ２０００年  ６月 同省 大臣官房総務審議官 

１． ２００２年 ７月  経済産業省 大臣官房長 

１． ２００４年 ６月  同省 経済産業政策局長 

１． ２００６年 ７月  同省 経済産業事務次官 

１． ２００８年 ７月  同上 退官   

１． ２０１０年 ６月  株式会社神戸製鋼所取締役（現職）  

１． ２０１０年 ６月  丸紅株式会社監査役（現職）  

             

 

        以上 



社外取締役候補 

 

経   歴   書 

 

 

 

 

                                黒田
く ろ だ

 由
ゆ

貴子
き こ

 

                                                   １９６３年 ９月２４日生 

 

 

学    歴 

  

１.  １９８６年  ３月   慶應義塾大学経済学部卒業 

 

 

職    歴 

 

１.  １９８６年  ４月 ソニー株式会社入社 

１． １９９０年  １月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 

代表取締役 

１． １９９１年 ７月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン 

シニア・コンサルタント 

１． ２０１２年  ４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 

ファウンダー・取締役（現職） 

            

 

以上 

 



監査役候補 

 

経   歴   書 

 

 

 

 

                                榎
えのき

 正博
まさひろ

 

                                                   １９５４年 ４月２０日生 

 

 

学    歴 

  

１.  １９７７年  ３月   京都大学経済学部卒業 

 

 

職    歴 

 

１.  １９７７年  ４月 丸紅株式会社入社 

１． ２００２年  ４月 経理部 副部長 

１． ２００３年 ４月  経理部長 

１． ２００７年  ４月 執行役員 経理部長 

１． ２００８年 ４月  執行役員 経理部長 

 営業経理第一部 営業経理第二部 営業経理第三部 

担当役員補佐 

１． ２００９年 ４月 執行役員  

 経理部 営業経理第一部 営業経理第二部  

営業経理第三部担当役員補佐 

１． ２０１０年 ４月 常務執行役員 

 経理部 営業経理第一部 営業経理第二部  

営業経理第三部担当役員補佐 

１． ２０１１年 ４月 常務執行役員 

 営業経理第一部 営業経理第二部 営業経理第三部 



担当役員、経理部担当役員補佐、 

投融資委員会副委員長 

                         

１． ２０１２年 ４月 常務執行役員 

 営業経理部担当役員、経理部担当役員補佐、 

投融資委員会副委員長 

現在に至る。    

 

        以上 



社外監査役候補 

経 歴 書 

末
すえ

綱
つな

 隆
たかし

１９４９年 ３月 ８日生 

学 歴 

１. １９７２年  ３月   東京大学文学部卒業 

職 歴 

１. １９７４年  ４月 警察庁入庁 

１． １９９４年  ２月 高知県警察本部長 

１． １９９７年 ９月  警察庁長官官房会計課長 

１． ２００１年 ９月  警察庁長官官房首席監察官 

１． ２００２年 ８月 神奈川県警察本部長 

１． ２００４年  ８月 警視庁副総監 

１． ２００５年 ９月  宮内庁東宮侍従長 

１． ２００９年 ４月  特命全権大使ルクセンブルグ国駐箚 

１． ２０１２年 ６月  外務省退官 

以上 



社外監査役候補 

経 歴 書 

根津
ね づ

 嘉
よし

澄
ずみ

 

１９５１年１０月２６日生 

学 歴 

１. １９７４年  ３月   東京大学法学部卒業 

職 歴 

１. １９７４年  ４月 東武鉄道株式会社入社 

１． １９９０年  ６月 同社 取締役関連事業室長 

１． １９９１年 ４月 同社 常務取締役 

１． １９９３年 ６月 同社 専務取締役 

１． １９９５年 ６月 同社 取締役副社長 

１． １９９９年  ６月 同社 代表取締役社長（現職） 

以上 


