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役員人事の件 

 

株式会社商船三井（社長：池田潤一郎、本社：東京都港区）は、2017 年 2月 28日開催の取締役会に 

おいて、4月 1日付の執行役員人事、および 6月 27日開催予定の定時株主総会に付議予定の取締役およ

び監査役人事を下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 4月 1日付異動および執行役員体制 

 

１）代表取締役の異動 

 氏 名       新         現     

田邊 昌宏   代表取締役  取締役 

永田 健一   取締役   代表取締役 

 

２）執行役員の異動 

（１）昇任 

 氏 名       新         現     

田邊 昌宏   副社長執行役員  専務執行役員 

小野 晃彦   専務執行役員  常務執行役員 

光田 明生   専務執行役員  常務執行役員 

赤坂 光次郎  常務執行役員  執行役員 

田中 利明   常務執行役員  執行役員 

加藤 雅徳   常務執行役員  執行役員 

 

（２）新任  

 氏 名       新         現     

市川 香代   執行役員  広報室長 

伊勢川 光   執行役員  グループ事業部長 

篠田 敏暢   執行役員  財務部長 

鍬田 博文   執行役員  石炭船部長 

塩津 伸男   執行役員  ドライバルク船一部長 
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（３）退任 （3月 31日付） 

 氏 名    退任後の予定（4月 1日付）       現    

永田 健一  当社取締役、商船三井近海株式会社 顧問  代表取締役副社長執行役員 

根本 正昭  商船三井ｵｰｼｬﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ株式会社 代表取締役社長  専務執行役員 

園部 俊行  ダイビル株式会社 取締役副社長執行役員  常務執行役員 

堀口 英夫    当社顧問     執行役員 

石原 伸男    当社顧問     執行役員 

 

３）執行役員体制 

（役位）   （氏名） （業務分担・職位委嘱） 

会長執行役員  武藤 光一 

 

社長執行役員  池田 潤一郎 

 

副社長執行役員  田邊 昌宏 全般社長補佐、 

ﾁｰﾌｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ、製品輸送営業本部長、 

定航部管掌/港湾・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ事業部管掌/ 

新規事業・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営推進部管掌、 

内部監査室/総務部 

 

専務執行役員  高橋 静夫 ﾁｰﾌｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ、安全運航本部 副本部長、 

秘書室/経営企画部/ｽﾏｰﾄｼｯﾋﾟﾝｸﾞ推進室/ 

商船三井ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

 

専務執行役員  橋本 剛 ｴﾈﾙｷﾞｰ輸送営業本部長、 

石炭船部管掌/LNG船部管掌、 

ｴﾈﾙｷﾞｰ営業戦略室/燃料室/海洋事業部 

 

専務執行役員  小野 晃彦 製品輸送営業本部 副本部長、定航部 

 

専務執行役員  光田 明生 ｴﾈﾙｷﾞｰ輸送営業本部 副本部長、 

油送船部/ﾀﾝｶｰ安全管理室、 

燃料室担当補佐 

 

常務執行役員  小西 俊哉 製品輸送営業本部 副本部長、 

欧州・ｱﾌﾘｶ・米州地域担当、 

港湾・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ事業部、米州総代表 委嘱 

 

常務執行役員  丸山 卓 財務部/経理部/IR室 

 

常務執行役員  尾本 直俊 製品輸送営業本部 副本部長、自動車船部 

 

常務執行役員  川越 美一 技術部、ｽﾏｰﾄｼｯﾋﾟﾝｸﾞ推進室担当補佐 
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常務執行役員  八嶋 浩一 製品輸送営業本部 副本部長、関西地区担当、 

人事部/新規事業・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営推進部 

 

常務執行役員  赤坂 光次郎 ｱｼﾞｱ・中東・大洋州地域担当、 

ｱｼﾞｱ・中東・大洋州総代表 委嘱、 

MOL (Asia Oceania) Pte. Ltd.  

Managing Director委嘱 

 

常務執行役員  田中 利明 ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ営業本部長、 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ営業統括室/ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船一部/ 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船二部/ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ室 

 

常務執行役員  加藤 雅徳 安全運航本部長、人事部/海上安全部、 

ｽﾏｰﾄｼｯﾋﾟﾝｸﾞ推進室担当補佐 

 

執行役員   松坂 顕太 ｴﾈﾙｷﾞｰ輸送営業本部 副本部長、 

LNG船部/LNG 船安全統括室、 

海洋事業部担当補佐 

 

執行役員   小林 正則 安全運航本部 副本部長、 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ室/ 

ﾀﾝｶｰ安全管理室/LNG 船安全統括室、 

海上安全部担当補佐/ｽﾏｰﾄｼｯﾋﾟﾝｸﾞ推進室担当補佐 

 

執行役員   日野岳 穣 定航部長 委嘱 

 

執行役員   小池 正人 油送船部長 委嘱 

 

執行役員   市川 香代 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進担当/ 

働き方改革担当、広報室、 

経営企画部担当補佐/人事部担当補佐/ 

IR室担当補佐 

 

執行役員   伊勢川 光 新規事業・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営推進部長 委嘱 

 

執行役員   篠田 敏暢 財務部長 委嘱 

 

執行役員   鍬田 博文 ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ営業本部 副本部長/ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ輸送営業本部 副本部長、 

石炭船部、ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船二部担当補佐 

 

執行役員   塩津 伸男 ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｸ船一部長 委嘱 
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2. 6月 27日開催予定株主総会以降の取締役及び監査役の異動予定、並びに取締役・監査役体制 

 

１）取締役 

（１）新任（6月 27 日開催予定の定時株主総会付議予定） 

 氏 名      新            現    

丸山 卓  取締役（常務執行役員）     常務執行役員 

 

（２）退任（6月 27日付予定） 

 氏 名    退任後の予定       現（4月 1日付）  

永田 健一  商船三井近海株式会社 代表取締役社長    取締役 

 

２）監査役 

（１）新任（6月 27 日開催予定の定時株主総会付議予定） 

 氏 名       現     

実 謙二  経理部長 

 

（２）退任（6月 27日付予定） 

 氏 名    退任後の予定  

太田 威彦  ダイビル株式会社 執行役員 

 

3. 6月 27日開催予定株主総会以降の取締役・監査役体制 

 

  取締役 

 代表取締役会長   武藤 光一 （註 1）（註 2） 

 代表取締役社長   池田 潤一郎 （註 1） 

 代表取締役   田邊 昌宏 （註 1） 

 取締役    高橋 静夫 

 取締役    橋本 剛 

 取締役    丸山 卓 

 取締役（社外）   松島 正之 

 取締役（社外）   藤井 秀人 

 取締役（社外）   勝 悦子 

 

監査役 

 常勤監査役   中島 孝 

 常勤監査役   実 謙二 （註 3） 

 監査役（社外）   伊丹 敬之 

 監査役（社外）   山下 英樹 

 

  （註 1）株主総会終結後の取締役会にて代表権の付与を決議する予定。 

  （註 2）株主総会終結後の取締役会にて取締役会長に選定する予定。 

  （註 3）株主総会終結後の監査役会にて常勤監査役に選定する予定。 

以上 
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