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２００９年５月８日 
三菱商事株式会社 

 
 

２００９年度 役員人事に係る件 

 

１. 新任取締役：６月２４日付 

氏 名 新 現 

上田 良一 取締役(兼)常務執行役員 
コーポレート担当役員(CFO) 

常務執行役員 
コーポレート担当役員(CFO) 

中原 秀人 取締役(兼)常務執行役員 
コーポレート担当役員(地域戦

略)、地域開発管掌 

常務執行役員 
コーポレート担当役員(地域戦

略)、地域開発管掌 

小宮  修 取締役(兼)常務執行役員 
国内統括(副)(兼)関西支社長 

常務執行役員 
国内統括(副)(兼)関西支社長 

加藤 良三 取締役（社外） 日本プロフェッショナル野球組

織コミッショナー（前 駐米大使）

 

２. 退任取締役：６月２４日付 

氏 名 新 現 

水野 一郎 退任 取締役(兼)副社長執行役員 

西澤 正俊 常勤顧問 取締役(兼)常務執行役員 

コーポレート担当役員（注） 

有馬 龍夫 退任 取締役（社外） 

（注）5 月 8 日付で、コーポレート担当役員の任を解く。 

以  上 
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【参考資料①】 

１．取締役会：１５名（６月２４日付） 

 ６月２４日（総会日）以降の取締役会の構成は次のとおり。 

 

 氏名 

取締役会長 佐々木幹夫 

代表取締役社長 小島 順彦 

代表取締役 上野 征夫 

代表取締役 井上  彪 

代表取締役 吉村 尚憲 

代表取締役 上田 良一 

取締役 中原 秀人 

取締役 伊与部恒雄 

取締役 藤村  潔 

代表取締役 小宮  修 

取締役(社外) 堤  富男 

取締役(社外) 野間口 有 

（独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長） 

取締役(社外) 伊藤 邦雄 

（一橋大学大学院商学研究科 教授） 

取締役(社外) 佃  和夫 

（三菱重工業㈱取締役会長） 

取締役(社外) 加藤 良三 

（日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ野球組織ｺﾐｯｼｮﾅｰ） 

 

 

２．監査役会：５名（６月２４日付） 

 ６月２４日（総会日）以降の監査役会の構成は次のとおり。 

 氏 名 

常任監査役 新開 友三 

監査役 大嶋 英二 

監査役(社外) 中島  茂 

（弁護士） 

監査役(社外) 辻山 栄子 
（早稲田大学商学部･商学研究科 教授） 

監査役(社外) 長友 英資 
（㈱ENアソシエイツ 代表取締役） 
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３. 執行役員の体制：５４名（６月２４日現在） 

＊ ○は 6 月 24 日付で取締役に選任予定の執行役員 

（◎は代表取締役に選任予定の執行役員） 

執行役員役位 氏  名 役職名 ＊

社 長 小島 順彦  ◎

副社長執行役員 上野 征夫 コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプ

ライアンス・オフィサー、環境・CSR 担当、IT サービ

ス事業開発管掌 

◎

 井上  彪 食料資源戦略・消費市場戦略管掌、顧客開発管掌、 
国内統括 

◎

 吉村 尚憲 資源・エネルギー戦略管掌 ◎

常務執行役員 勝村  元 機械グループCEO、地域開発管掌  

 木島 綱雄 中国総代表(兼)三菱商事(中国)有限公司社長(兼)北京

事務所長 

 

 上田 良一 コーポレート担当役員（CFO） ◎

 小松 孝一 米州統括(兼)北米 CRO(兼)米国三菱商事会社社長  
 矢野 雅英 生活産業グループ CEO  
 武内 英史 新産業金融事業グループCOO(兼)投資金融事業本部長  
 加藤 晴二 エネルギー事業グループ CEO  

 小林  健 新産業金融事業グループ CEO  
 鍋島 英幸 機械グループ CO-CEO（自動車事業、いすゞ事業関係）  
 中原 秀人 コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌 ○

 寺村 元伸 アジア・大洋州統括(兼)アジア・大洋州 CRO(兼)ジャ

カルタ駐在事務所長 
 

 伊与部恒雄 コーポレート担当役員（人事） ○

 柳井  準 エネルギー事業グループ COO  

 安田 正介 中部支社長  
 衣川  潤 金属グループ CEO  
 藤村  潔 コーポレート担当役員（業務改革・内部統制）、IT サー

ビス事業開発管掌（CIO） 
○

 小宮  修 国内統括(副)(兼)関西支社長 ◎

 小野 誠英 経営企画本部長  
 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 CIS CRO(兼)欧州三菱商事

会社社長(兼)英国三菱商事会社社長 
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執行役員 小島 信明 新エネルギー事業開発本部長 

 桑原 徹郎 天然ガス事業第二本部長 
 水野 正幸 石油事業本部長 
 垂水 裕之 アフリカ CRO(兼)ヨハネスブルグ支店長(兼)マプト駐在事

務所長 
 白木 清司 プラント・産業機械事業本部長 
 有吉 純夫 ヒューマンケア・メディア本部長 
 武井  実 三菱商事フィナンシャルサービス㈱出向 

（代表取締役社長） 
 西海 徹雄 米国三菱商事会社 EVP(兼)エネルギー事業部門担当 SVP 
 山口  力 中国副総代表(兼)三菱商事(上海)有限公司社長(兼)上海事

務所長 

 安倍 寛信 関西支社 副支社長(兼)中国支社長 

 安藤 一郎 コントローラー 

 加賀 道夫 資材本部長 

 藤山 知彦 経営企画本部 国際戦略研究所長 
 吉川 惠章 業務部長(兼)ウランバートル駐在事務所長 
 成田 恒一 生活産業グループ CEO オフィス室長 

 中垣 啓一 インド三菱商事会社社長(兼)コルカタ支店長 

 田邊 栄一 トレジャラー 

 森山  透 生活産業グループ CEO 補佐（次世代事業開発担当） 

(兼)次世代事業開発ユニットマネージャー 

 真崎 宇弘 エネルギー事業グループ E & P 担当 

 坂田 保之 産業金融事業本部長 

 杉浦 康之 経営企画本部 広報部長 

 内野 州馬 三菱自動車工業㈱出向（常務執行役員） 

 占部 利充 中国副総代表(兼)香港三菱商事会社社長 

 一寸木守一 いすゞ事業本部長 
 浅井 恵一 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 
 宮原 一郎 開発建設プロジェクト本部長 

 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)欧州 CIS CRO 補佐 
(兼)独国三菱商事会社ベルリン支店長 
(兼)独国三菱商事会社フランクフルト支店長 

 尾畑 守伸 繊維本部長 

 谷  謙二 非鉄金属本部長(兼)非鉄トレーディング事業ユニットマネ

ージャー 

（注）監査部、経営企画本部 及び 全社開発部門は社長直掌とする。 
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【参考資料②】 

 
 役 員 数  

（２００９年６月２４日現在） 
 

 

【取締役】 
取締役会長      １名 
取締役社長      １名 
取締役       １３名 
  取締役計        １５名［内、社外 ５名］ 
  

【監査役】 
常任監査役          １名 
監査役              ４名 
  監査役計          ５名［内、社外 ３名］ 
 

【取締役・監査役】 
取締役・監査役計  ２０名［内、社外 ８名］ 
 

【執行役員】（（  ）は、執行役員専任者） 
社長                １名 
副社長執行役員      ３名 
常務執行役員      ２０名（１５名） 
執行役員          ３０名（３０名） 
執行役員計        ５４名（４５名） 
 

【取締役・監査役・執行役員（専任者）】 
取締役・監査役・執行役員計 ６５名［内、社外  ８名］ 
 

以  上 



２００９年５月８日 

三菱商事株式会社 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 上 田  良 一 （うえだ りょういち） 

 

  生年月日 ： １９４９年 ５月２３日生（５９才） 

 

  学  歴 ： １９７３年 ３月 一橋大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９７３年 ４月 三菱商事株式会社入社（機械管理部） 

１９７４年 ５月 主計部 

１９７６年 ６月 フランス語研修生 

１９７７年 ９月 ビジネススクール研修生(INSEAD)（フランス） 

１９７８年 ６月 資材管理部 

１９８０年 ６月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

１９８１年１０月 MCF Footwear Corp．出向（ニューヨーク） 

１９８５年 ６月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

１９８８年 ３月 資本市場部 

１９９４年 ２月 主計部 

１９９５年 ５月 職能担当役員付 

１９９９年 １月 リスクマネジメント部長 

２０００年 ４月 参与昇役、経営企画部 

２００２年 ４月 コントローラー 

２００３年 ４月 執行役員就任 

２００６年 ３月 北米統括 

（兼）米国三菱商事会社社長（ニューヨーク） 

２００６年 ４月 常務執行役員昇役 

２００８年 ４月 米州統括（兼）北米 CRO 

（兼）米国三菱商事会社社長（ニューヨーク） 

２００９年  ４月  コーポレート担当役員（CFO） 

以   上 



２００９年５月８日 

三菱商事株式会社 

経  歴  書 
 

  氏  名 ： 中 原 秀 人 （なかはら ひでと） 

 

  生年月日 ： １９５０年１１月１７日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９７３年 ３月 東北大学法学部卒業 

 

  略  歴 ：  １９７３年 ４月 三菱商事株式会社入社（核燃料室） 

１９７５年 ８月 ポルトガル語研修生（サンパウロ） 

１９７７年 ７月 原料炭部 

１９８２年 ７月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

１９８４年 ５月 カナダ三菱商事会社（バンクーバー） 

１９８７年 ８月 石炭部 

２０００年 １月 石炭・原子燃料事業部長 

２００１年 ４月 鉄鋼本部 鉄鋼原料事業ユニットマネージャー 

２００２年 ３月 英国三菱商事会社（ロンドン） 

２００３年 ４月 英国三菱商事会社社長(兼)欧州支社副支社長 

２００４年 ４月 執行役員就任、 

欧州支社長(兼)欧州三菱商事会社社長 

（兼）英国三菱商事会社社長 

２００４年 ７月 欧州ブロック統括(兼)欧州三菱商事会社社長 

（兼）英国三菱商事会社社長 

２００６年 ４月 中国総代表(兼)三菱商事(中国)有限公司社長 

(兼)三菱商事(中国)有限公司北京支店長 

(兼)三菱商事(中国)商業有限公司社長 

(兼)北京事務所長 

２００７年 ４月 常務執行役員昇役、 

中国総代表(兼)三菱商事(中国)有限公司社長 

(兼)三菱商事(中国)有限公司北京支店長 

(兼)北京事務所長 

２００８年 ４月 中国総代表(兼)三菱商事(中国)有限公司社長 

(兼)北京事務所長 

２００９年  ４月 コーポレート担当役員(地域戦略)、地域開発管掌 

以   上 



２００９年５月８日 

三菱商事株式会社 

 

経   歴   書 
 

 

  氏  名 ： 小 宮   修 （こみや おさむ） 

 

  生年月日 ： １９５１年 １月 １日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９７３年 ３月 一橋大学経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９７３年 ４月 三菱商事株式会社入社（原動機部） 

１９８２年 ５月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

１９８８年１０月 DIAMOND CORONA, INC.出向（ニューヨーク） 

１９９０年 ３月 重電機事業開発部 

１９９２年 ９月 重電機輸出部 

１９９８年 ２月 電機・交通システム部 

１９９８年  ６月 重電機事業開発部   

１９９９年 ５月 重電機事業開発部長 

２００１年 ４月 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 

(兼) 国内電力リテール事業ユニットマネージャー 

２００３年 ４月 機械グループ CEO オフィス 

２００４年 ３月 機械グループ CEO オフィス室長 

２００５年 ４月 執行役員就任 

２００７年 ４月 船舶・交通・宇宙航空事業本部長 

２００９年  ４月 常務執行役員昇役、 

国内統括(副) (兼) 関西支社長 

 

以   上 



２００９年５月８日 

三菱商事株式会社 

 

経   歴   書 
 

 

  氏  名 ： 加  藤  良  三 （かとう りょうぞう） 

 

  生年月日 ： １９４１年 ９月 １３日生（６７才） 

 

  学  歴 ： １９６５年 ３月 東京大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９６５年  ４月 外務省入省  

１９８１年 ８月 北米局安全保障課長 

１９８４年  ７月 条約局条約課長 

１９８９年  １月   在アメリカ合衆国日本大使館 公使 

１９９０年  ８月  大臣官房総務課長 

１９９２年  ７月  大臣官房審議官 

１９９４年  ２月 在サンフランシスコ日本国総領事館 総領事 

１９９５年  ８月 アジア局長 

１９９７年  ８月 総合外交政策局長 

１９９９年  ８月 外務審議官 

２００１年  ９月  アメリカ合衆国駐箚 特命全権大使 

２００８年  ６月 外務省退官 

２００８年  ７月 日本プロフェッショナル野球組織 コミッショナー 

 

以   上 
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