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２０１２年１月２０日 
三菱商事株式会社 

 
 

２０１２年度役員人事等の件 

Ⅰ．執行役員 

１．新任執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

中山 真一 執行役員 

汎用化学品第二本部長 

汎用化学品第二本部長 

 
山東 理二 執行役員 

智利三菱商事会社社長 
智利三菱商事会社社長 

高田 光進 執行役員 
オーストラリア三菱商事会社社長

(兼)ニュージーランド三菱商事会社

社長 

鉄鋼製品本部長(兼)鉄鋼事業開発ユ

ニットマネージャー 

小柳 健一 執行役員 
エネルギー事業グループ E&P 担当 

エネルギー事業グループ CEO オフィ

ス室長 
下山 陽一 執行役員 

財務部長 

財務部長 

村越  晃 執行役員 
資材本部長 

資材本部長 

 

２．昇役執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

田邊 栄一 常務執行役員 
新産業金融事業グループ CEO 

執行役員 
新産業金融事業グループCEOオフィ

ス室長 

 

３．退任執行役員：６月２６日総会日付 

氏 名 新 現 

武内 英史 退任 常務執行役員 

安田 正介 退任 常務執行役員 

藤村  潔 退任 常務執行役員 

桑原 徹郎 退任 執行役員 

山口  力 退任 執行役員 

安倍 寛信 退任 執行役員 
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Ⅱ.理 事 

１．新任理事：４月１日付 

氏 名 現役職（1/20 現在） 

山田起王威 ㈱メタルワン出向 
畑  伸郎 ビジネスサービス部門 CEO オフィス室長 
増田  宰 環境・水事業本部 副本部長 
岩城宏斗司 東アジア統括補佐（コーポレート） 
桑田  博 金属グループ管理部長 
徳山 司文 ハノイ事務所長 
青木 克彦 新産業金融事業グループ CEO オフィス 

嶋崎 利浩 
インフラプロジェクト本部 スマートコミュニティ開発ユニッ
トマネージャー 

村田 弘一 新産業金融事業グループ CEO 補佐（不動産金融事業担当） 
村山 雅彦 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 
鈴木大一朗 三菱商事フィナンシャルサービス㈱出向（取締役社長） 
久能木慎穂 米国三菱商事会社 エネルギー事業部門担当 SVP 
柳川 勝彦 関西支社 副支社長 
吉武  豊 監査役室長 
石山 博嗣 船舶・宇宙航空事業本部長 
一木 伸也 マニラ支店長 
中川 英二 米国三菱商事会社 生活産業部門担当 SVP 
三好  博 イスタンブール支店長 

 

２．退任理事：６月末日付 

氏 名 現役職（1/20 現在） 

林  良一 炭素・LPG 事業本部長 

滝  道郎 オーストラリア三菱商事会社社長 

藤原 宏包 生活産業グループ CEO 補佐（人事担当） 

中島 道也 ㈱リチウム・エナジー・ジャパン出向（取締役副社長） 

佐々木 伸 物流本部長 

谷村 信哉 機械グループ CEO オフィス室長 

沢田 武一 中国支社長 

尾川 勝也 三菱商事ファッション㈱出向（取締役社長） 

大塚 英俊 東北支社長 

五十嵐忠彦 機能化学品本部長 
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Ⅲ. 関連人事 

（４月１日付） 

新 現 氏名 
任を解く 監査・内部統制担当役員 取締役 

常務執行役員 
藤村  潔

コーポレート担当役員（企画業

務、ロジスティクス総括） 
コーポレート担当役員（企画・

業務） 
取締役 
副社長執行役員 

中原 秀人

コーポレート担当役員補佐（広
報、法務、事業投資担当）（兼）
総務部長（兼）環境･CSR 推進
部長 

コーポレート担当役員補佐（広

報、環境･CSR、法務・コンプラ

イアンス、事業投資担当）（兼）

総務部長 

執行役員 
廣田 康人

関西支社 総務部長 環境・CSR 推進部長 

秋田  実

欧州三菱商事会社(兼)欧阿中東

CIS 統括付 
関西支社 総務部長 

島田 進司

東アジア統括付(兼)三菱商事

（中国）商業有限公司 
コンプライアンス総括部長 

村橋 俊樹

米国三菱商事会社 HRD センター長 

泉田 龍吾

企画業務部長 業務部長 執行役員 
北川 靖彦

欧州三菱商事会社(兼)欧阿中東

CIS 部門担当（コーポレートスタ

ッフ部門（企画業務）） 

国際戦略研究所長 
小和瀬真司

リスクマネジメント部 投融資等諮問委員会事務局部長

 芝  友行

ロジスティクス総括部長 不動産金融事業ユニット 
鈴木 一行

コーポレート部門付 コーポレート部門管理部長 

高石 英明

コーポレート担当役員（広報、

総務、法務、人事）（兼）ビジネ

スサービス部門 CEO、チーフ・

コンプライアンス・オフィサー、

環境・CSR 担当、CIO、自動車

事業関係担当 

コーポレート担当役員（広報、

総務、法務、人事）、チーフ・

コンプライアンス・オフィサ

ー、環境・CSR 担当、CIO、自

動車事業関係担当 

取締役 
副社長執行役員 

鍋島 英幸

ビジネスサービス部門CEO補佐 
（特命担当） 

IT サービス事業本部長 執行役員 
河村 芳彦

ITサービス事業本部長 ㈱アイ・ティ・フロンティア出

向（執行役員副社長） 垣原 弘道

ビジネスサービス部門 CEO オフ

ィス室長(兼)CIO 補佐 
ビジネスサービス部門 CEO オ

フィス室長 

理事 
畑  伸郎

システム総括部長 ㈱メタルワン出向(兼)金属グ

ループCIO 近藤 信一

基幹システム開発部長 
 

連結IT企画本部 
基幹システム開発部長 樋口  毅

地球環境・インフラ事業開発部

門 CEO 
地球環境事業開発部門 CEO 常務執行役員 

小島 信明

地球環境・インフラ事業開発部

門 CEO オフィス室長 
環境・水事業本部長 執行役員 

浅井 恵一
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（４月１日付） 

新 現 氏名 
新エネルギー･電力事業本部長 新エネルギー･電力事業本部 

副本部長 
執行役員 

佐久間 浩

新エネルギー･電力事業本部 
副本部長 

重電機本部 重電機ユニットマ

ネージャー 根本 宏児

環境・インフラ事業本部長 新エネルギー･電力事業本部長

 
理事 

小形 明誠

環境・インフラ事業本部 
副本部長 

環境・水事業本部 副本部長 理事 
増田  宰

地球環境・インフラ事業開発部

門管理部長 
連結IT企画本部長 

木崎  博

任を解く 新産業金融事業グループ CEO 常務執行役員 
武内 英史

新産業金融事業グループ CEO 新産業金融事業グループ CEO 
オフィス室長 

常務執行役員 
田邊 栄一

新産業金融事業グループ CEO 
オフィス室長 

新産業金融事業グループ CEO 
オフィス 

理事 
青木 克彦

新産業金融事業グループ付 物流本部長(兼)物流事業ユニ

ットマネージャー 
理事 

佐々木 伸

物流本部長 ロジスティクス総括部長 理事 

中村 浩之

エネルギー事業グループ付 エネルギー事業グループ CEO 
補佐（特命担当） 

執行役員 
桑原 徹郎

エネルギー事業グループ CEO 
補佐（特命担当） 

エネルギー事業グループ E&P
担当 

執行役員 
真崎 宇弘

エネルギー事業グループ E&P 担

当 
エネルギー事業グループ CEO 
オフィス室長 

執行役員 
小柳 健一

エネルギー事業グループ CEO 
オフィス室長 

エネルギー事業グループ CEO 
オフィス（人事担当） 長谷川文則

エネルギー事業グループ付 炭素・LPG 事業本部長 理事 
林  良一

炭素・LPG 事業本部長 モスコー事務所長（兼）欧阿中
東 CIS 統括補佐 

理事 
中里  誠

鉄鋼製品本部長 鉄鋼原料本部長(兼)MDP ユニ

ットマネージャー 
執行役員 

戸出  巌

鉄鋼原料本部長 鉄鋼原料本部 鉄鉱石事業ユニ
ットマネージャー 

 
坪沼 宣幸

機械グループ付 機械グループ CEO オフィス 
室長 

理事 
谷村 信哉

機械グループ CEO オフィス室長 機械グループ CEO オフィス 
（経営計画担当） 

理事 
村山 雅彦

プラント・エンジニアリング事業
本部長 

インフラプロジェクト本部長 執行役員 
大河 一司

産業機械事業本部長 Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 
出向（Executive Vice President） 東馬 圭一

船舶・宇宙航空事業本部 
副本部長 

船舶・宇宙航空事業本部 
船舶ユニットマネージャー 

 
宮﨑  崇

コーポレート部門付 機械グループ管理部長  
川口 和哉

機械グループ管理部長 三菱自動車工業㈱出向  
鴨脚 光眞
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（４月１日付） 

新 現 氏名 
化学品グループ付 
 

機能化学品本部長 
 

理事 
五十嵐忠彦

機能化学品本部長 
 

化学品グループ CEO オフィス

室長 萩原  剛

化学品グループ CEO オフィス 
室長 

汎用化学品第二本部 
肥料ユニットマネージャー 本多  泰

生活産業グループ付 生活産業グループ CEO 補佐（人

事担当） 
理事 

藤原 宏包

生活産業グループ CEO オフィス

（人事担当） 
食品本部 食品第二ユニットマ

ネージャー 古屋 俊樹

任を解く 中部支社長 常務執行役員 
安田 正介

中部支社長 
 

ビジネスサービス部門 CEO 
 

常務執行役員 
安藤 一郎

エネルギー事業グループ付 東北支社長 
 

理事 
大塚 英俊

東北支社長 
 

米国三菱商事会社 エネルギー

事業部門担当 SVP 
理事 

久能木慎穂

生活産業グループ付 中国支社長 理事 
沢田 武一

中国支社長 
 

米国三菱商事会社 生活産業部

門担当 SVP 
理事 

中川 英二

生活産業グループ付 九州支社長 執行役員 
安倍 寛信

九州支社長 重電機本部長 理事 
金重 州典

食品本部付 新潟支店長 
馬場  宗夫

新潟支店長 フードリンク㈱出向 
原    雄二

産業金融事業本部付 
 

米国三菱商事会社 
シアトル支店長 日岡  幹也

米国三菱商事会社 
シアトル支店長 

三菱航空機㈱出向 
川添眞一郎

資材本部 
住宅資材ユニット 

米国三菱商事会社 
ロスアンゼルス支店長 木下  浩一

米国三菱商事会社 
ロスアンゼルス支店長 

米国三菱商事会社 
ヒューストン支店長 渡辺  龍二

米国三菱商事会社 

ヒューストン支店長 

米国三菱商事会社 

髙杉    禎

㈱メタルワン出向 
 

米国三菱商事会社 

シカゴ支店長 林      哲
米国三菱商事会社 EVP 
(兼)シカゴ支店長 

米国三菱商事会社 EVP 執行役員 
杉浦 康之

米国三菱商事会社 エネルギー

事業部門担当 SVP 
石油事業本部 
石油需給ユニットマネージャー 倉橋 政嗣

米国三菱商事会社 機械部門担

当 SVP 
船舶・宇宙航空事業本部 宇宙航
空第二ユニットマネージャー 髙橋 浄次

米国三菱商事会社 生活産業部

門担当 SVP 
農水産本部 
糖質ユニットマネージャー 佐藤  裕
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（４月１日付） 

新 現 氏名 

農水産本部付 亜国三菱商事会社社長 
巨島    誠

亜国三菱商事会社社長 伯国三菱商事会社 
河野  浩之

㈱メタルワン出向 
 

伯国三菱商事会社 
リオデジャネイロ支店長 井上惣太郎

伯国三菱商事会社 
リオデジャネイロ支店長 

鉄鋼原料本部 MDP ユニット 
 小林  直樹

船舶・宇宙航空事業本部 
船舶ユニット 

ギリシャ三菱商事会社社長 
山本  周平

ギリシャ三菱商事会社社長 
 

米国三菱商事会社 
ヒューストン支店 田中  俊成

産業機械事業本部 
産業機械ユニット 

ベオグラード駐在事務所長 
杉野  俊樹

ベオグラード駐在事務所長 機械グループ CEO オフィス 
小嶋  直樹

モスコー事務所長(兼)欧阿中東

CIS 統括補佐 
米国三菱商事会社 機械部門担当

SVP 
理事 

斉藤  裕

生活産業グループ CEO オフィ

ス 
中東三菱商事ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ会社社

長 清島  伸隆

中東三菱商事ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ会社社

長 
資材本部 
生活資材ユニットマネージャー 須藤  真樹

エネルギー事業グループ CEO
オフィス 

クェート三菱商事会社社長 
尾崎  秀人

クェート三菱商事会社社長 
 

エネルギー事業グループ CEO オ

フィス 中島  洋人

新エネルギー・電力事業本部 
重電機輸出ユニット 

ドゥバイ駐在事務所長 
 吉村  直人

ドゥバイ駐在事務所長 
 

業務部 
星野    守

天然ガス事業第二本部 
オマーンプロジェクトユニット 

マスカット駐在事務所長 
斎藤豊之信

マスカット駐在事務所長 天然ガス事業第二本部 
オマーンプロジェクトユニット 日髙  雄介

定年退職 

 

ダカール駐在事務所長 

(兼)アビジャン駐在事務所長 笠原  昌行

ダカール駐在事務所長 

(兼)アビジャン駐在事務所長 

ダカール駐在事務所 

千葉    聡
金属グループ付 オーストラリア三菱商事会社社

長(兼)ニュージーランド三菱商

事会社社長 

理事 
滝  道郎

オーストラリア三菱商事会社社

長(兼)ニュージーランド三菱商

事会社社長 

鉄鋼製品本部長(兼)鉄鋼事業開
発ユニットマネージャー 

執行役員 
高田 光進
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（４月１日付） 

新 現 氏名 

金属グループ付 スラバヤ駐在事務所長 
益田    一

スラバヤ駐在事務所長 農水産本部 農産ユニット 
吉田  正彦

開発建設本部 海外不動産ユニッ

トマネージャー 
マニラ支店長 理事 

一木 伸也

マニラ支店長 新エネルギー・電力事業本部 
アジア・大洋州事業ユニットマ
ネージャー 

天野 善夫

機械グループ付 東アジア統括補佐（中国華東）

(兼)三菱商事(上海)有限公司社

長(兼)上海事務所長 

執行役員 
山口  力

東アジア統括補佐（中国華東）

(兼)三菱商事(上海)有限公司社

長(兼)上海事務所長 

地球環境事業開発部門 CEO 
オフィス室長 平井 康光

 

【参考】地域統括・副統括の体制（４月１日付） 

 氏名 

北米統括 常務執行役員 小野 誠英 
中南米統括 常務執行役員 白木 清司 
欧阿中東 CIS 統括 常務執行役員 寺田 哲郎 
欧阿中東 CIS 副統括（アフリカ） 理事 林  春樹 
欧阿中東 CIS 副統括（中東） 執行役員 吉川 惠章 
東アジア統括 副社長執行役員 矢野 雅英 
アジア・大洋州統括 常務執行役員 水野 正幸 

 
国内統括 常務執行役員 永井 康雄 

 

 

※ 6 月 26 日株主総会に付議する取締役・監査役人事は、追って決定する。 
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【参考資料】 

１. 副社長の業務分担（４月１日付） 

 特定業務の担当 社長室会下部委員会 部門/グループ等の担当 
上田副社長 連結経営基盤整備担当 開示委員会委員長    ※ コーポレート担当役員（CFO）

矢野副社長   東アジア統括(兼)三菱商事

（中国）有限公司社長(兼)北

京事務所長 

鍋島副社長 チーフ・コンプライアン

ス・オフィサー、 
環境・CSR 担当、CIO、

自動車事業関係担当 

コンプライアンス委員会委員

長、環境・CSR 委員会委員長、

HRD 委員会委員長 

コーポレート担当役員（広報、

総務、法務、人事）(兼)ビジネ

スサービス部門 CEO 

中原副社長  営業企画委員会委員長 コーポレート担当役員 
（企画業務、ロジスティクス

総括） 
※ 上記の他、投融資等諮問委員会（CFO の諮問機関）委員長 

 

２. 執行役員の体制：５６名（４月１日現在） 

＊ 6 月 26 日総会日付で退任予定の常務執行役員・執行役員は除く。役職名は、今後の関連人事等

により変更となる場合がある。 

執行役員役位 氏  名 新役職等 

社 長 小林  健  
副社長執行役員 上田 良一 コーポレート担当役員（CFO）、連結経営基盤整備担当 

 矢野 雅英 東アジア統括(兼)三菱商事（中国）有限公司社長(兼)北京事

務所長 
 鍋島 英幸 コーポレート担当役員（広報、総務、法務、人事）(兼)ビジネ

スサービス部門 CEO、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、

環境・CSR 担当、CIO、自動車事業関係担当 
 中原 秀人 コーポレート担当役員（企画業務、ロジスティクス総括） 

常務執行役員 柳井  準 エネルギー事業グループ CEO 
 衣川  潤 金属グループ CEO 
 小宮  修 機械グループ CEO 
 小野 誠英 北米統括(兼)米国三菱商事会社社長 
 宮内 孝久 化学品グループCEO 
 寺田 哲郎 欧阿中東 CIS 統括(兼)欧州三菱商事会社社長 
 小島 信明 地球環境・インフラ事業開発部門 CEO 
 水野 正幸 アジア・大洋州統括(兼)ジャカルタ駐在事務所長 
 白木 清司 中南米統括 
 森山  透 生活産業グループ CEO 

 永井 康雄 国内統括（兼）関西支社長 

 安藤 一郎 中部支社長 

 田邊 栄一 新産業金融事業グループ CEO 
執行役員 藤山 知彦 コーポレート担当役員補佐（特命担当） 

 吉川 惠章 欧阿中東 CIS 副統括（中東） 
 成田 恒一 ㈱シグマクシス出向（取締役社長） 

 中垣 啓一 インド三菱商事会社社長 

 真崎 宇弘 エネルギー事業グループ CEO 補佐（特命担当） 

 坂田 保之 東アジア統括補佐(中国華南)(兼)香港三菱商事会社社長 
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執行役員 杉浦 康之 米国三菱商事会社 EVP(兼)シカゴ支店長 

 内野 州馬 主計部長(兼)コーポレート担当役員補佐（連結経営基盤体制構
築担当） 

 占部 利充 コーポレート担当役員補佐（人事担当） 
 一寸木守一 いすゞ事業本部長 
 浅井 恵一 地球環境・インフラ事業開発部門 CEO オフィス室長 

 宮原 一郎 開発建設本部長 

 白地 浩三 自動車事業本部長 

 松井 俊一 独国三菱商事会社社長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（北・中東欧）
(兼)独国三菱商事会社ベルリン支店長(兼)フランクフルト支
店長 

 尾畑 守伸 繊維本部長 

 谷  謙二 三菱商事ユニメタルズ㈱出向（取締役社長） 

 垣内 威彦 生活産業グループ CEO オフィス室長(兼)農水産本部長 

 大河 一司 プラント・エンジニアリング事業本部長 

 河村 芳彦 ビジネスサービス部門 CEO 補佐（特命担当） 

 廣田 康人 コーポレート担当役員補佐（広報、法務、事業投資担当）(兼)
総務部長(兼)環境・CSR 推進部長 

 平野  肇 石油事業本部長 

 廣本 裕一 産業金融事業本部長(兼)インフラ・事業金融ユニットマネー 

ジャー 

 西浦 完司 非鉄金属本部長 

 喜代吉龍也 汎用化学品第一本部長 

 水野 和也 ㈱興人出向（取締役社長） 
 北川 靖彦 企画業務部長 
 安野 健二 シンガポール支店長 
 水原 秀元 経営企画担当 
 伊勢田純一 天然ガス事業第二本部長 
 佐久間 浩 新エネルギー･電力事業本部長 
 戸出  巌 鉄鋼製品本部長 
 三須 和泰 中国生活産業グループ統括 
 中山 真一 汎用化学品第二本部長 
 山東 理二 智利三菱商事会社社長 
 高田 光進 オーストラリア三菱商事会社社長(兼)ニュージーランド三菱

商事会社社長 
 小柳 健一 エネルギー事業グループ E & P 担当 
 下山 陽一 財務部長 
 村越  晃 資材本部長 

 
【執行役員数（４月１日現在）】＊ 6 月 26 日総会日付退任予定者は除く。 

社長 ： １名 

副社長執行役員 ： ４名 

常務執行役員 ：１３名 

執行役員 ：３８名  

  計    ：５６名 
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３．理事の体制：４８名 

＊ 4 月 1 日現在。但し、4 月以降退任予定の理事は除く。役職名は、今後の BU 長等関連人事 
により変更となる場合がある。 
氏 名 新役職名 

佐々木 修 メキシコ三菱商事会社社長 

粟谷  勉 韓国三菱商事会社社長 

田丸 壮一 金属グループ CEO 補佐（グループポートフォリオマネジメント担当） 

宮垣 裕行 慶鈴汽車股份有限公司 出向 

西村 豪人 三菱商事石油開発㈱出向（取締役 副社長執行役員） 

一村 一彦 三菱商事都市開発㈱出向（取締役社長） 

森  和之 天然ガス事業第一本部長 

斉藤  裕 モスコー事務所長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（ロシア・ウクライナ） 

小形 明誠 環境・インフラ事業本部長 

吉澤 義仁 監査部長 

近藤 正樹 中南米統括補佐(兼)伯国三菱商事会社社長 

中里  誠 炭素･LPG 事業本部長 

大村 哲明 
コーポレート担当役員補佐（企画業務担当）(兼)国内統括補佐(兼)アジア・大
洋州統括補佐 

百崎 鉄朗 ライフサイエンス本部長 

中川 弘志 T.I.S.出向（President Director） 
小椋 和平 関西支社 副支社長 

宮下  修 リテイル・ヘルスケア本部長 

中村 浩之 物流本部長 

矢作 祥之 ㈱ローソン出向（取締役 専務執行役員） 

水谷 重夫 水 ing㈱出向（取締役副社長） 

大隅 一暢 金属グループ CEO オフィス室長 

栗原 洋雄 自動車事業本部 副本部長(兼)自動車欧州･中東･アフリカユニットマネージャー

斎藤 光一 北海道支社長 

山中  薫 Mitsubishi Development Pty Ltd. 出向（Chief Executive Officer） 

菱田 州男 食品本部長 

大友 伸彦 米国三菱商事会社 化学品部門担当 SVP 
金重 州典 九州支社長 

林  春樹 欧阿中東 CIS 副統括（アフリカ）(兼)ヨハネスブルグ支店長 

小池 洋介 新産業金融事業グループ CEO 補佐（人事担当） 

安達  譲 連結 IT 企画本部 連結情報化推進部長 

山田起王威 ㈱メタルワン出向 

畑  伸郎 ビジネスサービス部門 CEO オフィス室長(兼)CIO 補佐 

増田  宰 環境・インフラ事業本部 副本部長 

岩城宏斗司 東アジア統括補佐（コーポレート） 

桑田  博 金属グループ管理部長 

徳山 司文 ハノイ事務所長 

青木 克彦 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

嶋崎 利浩 インフラプロジェクト本部 スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー

村田 弘一 
新産業金融事業グループ CEO 補佐（不動産金融事業担当）(兼)不動産金融事
業ユニットマネージャー 

村山 雅彦 機械グループ CEO オフィス室長 
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氏 名 新役職名 

鈴木大一朗 三菱商事フィナンシャルサービス㈱出向（取締役社長） 

久能木慎穂 東北支社長 

柳川 勝彦 関西支社 副支社長(兼)繊維原料資材部長 

吉武  豊 監査役室長 

石山 博嗣 船舶・宇宙航空事業本部長 

一木 伸也 開発建設本部 海外不動産ユニットマネージャー 
中川 英二 中国支社長 

三好  博 
イスタンブール支店長(兼)欧阿中東 CIS 統括補佐（トルコ・中央アジア・コー
カサス）(兼)アンカラ支店長 

 
 

以  上 
 


