
 
1

２００５年２月１６日 
三菱商事株式会社 

２００５年度役員人事の件 

Ⅰ．執行役員・取締役 

１．新任執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

小宮  修 執行役員 
機械グループ CEOオフィス室長

機械グループ CEOオフィス室長

永野 哲行 執行役員 
資材本部長 

資材本部 セメントユニット 
マネージャー 

小島 信明 執行役員 
事業開発部長 

イラン三菱商事会社社長 

藤井  明 執行役員 
食糧本部長 

食糧本部戦略企画室長 

小野 誠英 執行役員 
非鉄金属本部長 

鉄鋼原料本部 一般炭事業 
ユニットマネージャー 

宮内 孝久 執行役員 
化学品グループ CEOオフィス 
室長 

化学品グループ CEOオフィス 
室長 

衣川  潤 執行役員 
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 

桑原 徹郎 執行役員 
クアラルンプール支店長 

クアラルンプール支店長 

 

２．昇役執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

上野 征夫 取締役(兼)副社長執行役員 
関西支社長 

取締役(兼)常務執行役員 
関西支社長 

亀崎 英敏 取締役(兼)副社長執行役員 
コーポレート担当役員総括、

CRO、経営計画担当 

取締役(兼)常務執行役員 
コーポレート担当役員総括、

CRO、経営計画担当 
金井 義邦 常務執行役員 

中部支社長 
執行役員 
米国三菱商事会社 EVP 

勝村  元 常務執行役員 
機械グループ COO 

執行役員 
台湾三菱商事会社社長 

西澤 正俊 常務執行役員 
エネルギー事業グループ COO 

執行役員 
石油事業本部長 

木島 綱雄 常務執行役員 
生活産業グループ COO 
(兼)食品本部長 

執行役員 
食品本部長 

小塚 睦実 常務執行役員 
金属グループ CEO 

執行役員 
金属グループCEOオフィス室長
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３．新任取締役：６月下旬 

氏 名 新 現 

宮本 雅雄 取締役(兼)常務執行役員 常務執行役員 

吉村 尚憲 取締役(兼)常務執行役員 常務執行役員 

金井 義邦 取締役(兼)常務執行役員 常務執行役員（4/1付） 

小塚 睦実 取締役(兼)常務執行役員 常務執行役員（4/1付） 

 

４．退任執行役員・取締役 

（３月３１日付） 

氏 名 新 現 

岡野 公夫 退任 執行役員 

井上 準二 退任 執行役員＊ 
＊4月 1日以降も引続き㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役、執行役員社長を継続。 

（６月下旬） 

氏 名 新 現 

高島 正之 退任 取締役(兼)副社長執行役員 

稲井 駿一 退任 取締役(兼)常務執行役員 

阿部 正弘 退任 取締役(兼)常務執行役員 

今宮 舜一 退任 執行役員 

堀尾  守 退任 執行役員 

 

Ⅱ．理 事 

１．新任理事：４月１日付 

氏 名 現役職（2/16現在） 

多田  稔 伯国三菱商事会社社長 
岩間 秀和 関西支社 副支社長 
柴田  実 開発建設・産業機械事業本部 副本部長 
三宅  博 関西支社 副支社長 
須方 信雄 化学品グループコントローラー 
植月 晴夫 中国副総代表 
木村 雅敏 北海道支社長 
金森  廣 韓国三菱商事会社社長 
濱野 孝夫 九州支社 副支社長 

泉  道夫 
エム・シー・トランス インターナショナル㈱出向 
（代表取締役社長） 

小池建四郎 ITS事業企画部長 
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２．退任理事 

（２月２３日付） 

氏 名 現役職（2/16現在） 

新井 輝久 
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱出向 
（2月 24日付 転籍（同社取締役執行役員常務 CFO就任予定）） 

（６月末日付） 

氏 名 現役職（2/16現在） 

加藤 充彦 ICT事業本部長（4/1付 ICT事業本部付） 

新谷 剛郎 トリペッチイスズセールスカンパニーリミテッド社長 
 
 
Ⅲ．関連人事 

 
(３月１日付) 

新 現 氏名 

金属グループ CEO補佐 オーストラリア三菱商事会社 

社長 

理事 

板谷健二郎

オーストラリア三菱商事会社 

社長 

非鉄金属本部 副本部長  

田名 真一

(３月２０日付) 

新 現 氏名 
エネルギー事業グループ付 炭素・LPG事業本部長  

朝生 彬博

炭素・LPG事業本部長 英国三菱商事会社(兼)欧州ブロ

ックエネルギー事業部門担当 今井 鉄郎

任を解く 資材本部長 執行役員 

岡野 公夫

資材本部長 資材本部 ｾﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

(兼)ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 

永野 哲行

(４月１日付) 

新 現 氏名 
チーフ・イノベーション・ 
オフィサー 

チーフ・インフォメーショ

ン・オフィサー 
 

取締役社長 
小島 順彦

社長補佐、資源・エネルギー

担当、チーフ・コンプライア

ンス・オフィサー、チーフ・

インフォメーション・オフィ

サー 

エネルギー事業グループ CEO 取締役 
副社長執行役員 

増田 幸央

化学品グループ CEO、中国担当 化学品グループ CEO 取締役 
副社長執行役員 

石橋  武
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(４月１日付) 

新 現 氏名 
イノベーションセンター長 新機能事業グループ CEO補佐 

(兼)電子産業事業開発ユニッ

トマネージャー 

執行役員 
小松 孝一

イノベーションセンター技術

担当 
事業開発部長 

中澤 輝幸

事業開発部長 イラン三菱商事会社社長 執行役員 
小島 信明

国際戦略研究所長 インター・アクティブ㈱出向 

（代表取締役社長） 

 
藤山 知彦

中国事業戦略オフィス室長 三菱商事広州有限公司社長 

(兼)広州事務所長 

 
茂木  宏

新機能事業グループ CEOオフ
ィス室長 

コンシューマー事業本部長 
 

執行役員 
三野  博

兼務を解く 新機能事業グループ CEO 
(兼)物流サービス本部長 

取締役 
常務執行役員 

松本 治雄

物流サービス本部長 エム・シー・トランス インタ 
ーナショナル㈱出向（代表取締

役社長） 

理事 
泉  道夫

エム・シー・トランス インタ
ーナショナル㈱出向（代表取締

役社長） 

物流サービス本部 副本部長  
 

若松紀久雄

ヒューマンライフ事業本部長 
(兼)ソーシャルケア事業ユニ

ットマネージャー 

ヒューマンケア事業本部長 

(兼)ソーシャルケア事業ユニッ

トマネージャー 

理事 
田村 栄作

エネルギー事業グループ CEO エネルギー事業グループ COO 常務執行役員 
吉村 尚憲

エネルギー事業グループ COO 石油事業本部長 常務執行役員 
西澤 正俊

石油事業本部長 エネルギー事業グループ CEO 
補佐 

執行役員 
柳井  準

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 CFO 理事 
印藤  進

エネルギー事業グループ CEO
オフィス 人事担当 

米国三菱商事会社 
エネルギー事業部門担当 SVP 
(兼)ロスアンゼルス支店長 

 
 

粟谷  勉

任を解く 金属グループ CEO、チーフ・ 
コンプライアンス・オフィサー、

全社開発担当 

取締役 
副社長執行役員 

高島 正之

金属グループ CEO 金属グループ CEOオフィス 
室長 

常務執行役員 
小塚 睦実

金属グループ CEOオフィス 
室長 

金属グループ CEOオフィス 
 垂水 裕之

金属グループ CEO補佐 鉄鋼原料本部長 理事 
長谷川 稔

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 

執行役員 
衣川  潤
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(４月１日付) 

新 現 氏名 
任を解く 非鉄金属本部長 執行役員 

今宮 舜一

非鉄金属本部長 鉄鋼原料本部 
一般炭事業ユニットマネージャー

執行役員 
小野 誠英

任を解く 機械グループ CEO 取締役 
常務執行役員 

阿部 正弘

機械グループ CEO 機械グループ COO 常務執行役員 
宮本 雅雄

機械グループ COO 台湾三菱商事会社社長 常務執行役員 
勝村  元

先端化学品本部長 先端化学品本部 

ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 池田  純

生活産業グループ COO 
(兼)食品本部長 

食品本部長 常務執行役員 

木島 綱雄

任を解く 食糧本部長 執行役員 

堀尾  守

食糧本部長 食糧本部戦略企画室長 執行役員 

藤井  明

任を解く 中部支社長 取締役 
常務執行役員 

稲井 駿一

中部支社長 米国三菱商事会社 EVP 常務執行役員 
金井 義邦

米国三菱商事会社 EVP 先端化学品本部長 執行役員 
吉村 和美

兼務を解く 米国三菱商事会社機械部門担当
SVP（兼）シカゴ支店長 

 
松田 一秀

米国三菱商事会社 SVP 
(兼)シカゴ支店長 

新機能事業グループ CEO補佐  
河村 芳彦

イラン三菱商事会社社長 ワルシャワ支店長  
角村 訓良

以  上 
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【参考資料①】 

１．取締役会：１７名（６月総会日付） 

 ６月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 増田 幸央 

代表取締役 石橋  武 

代表取締役 上野 征夫 

代表取締役 亀崎 英敏 

代表取締役 井上  彪 

代表取締役 宮本 雅雄 

代表取締役 水野 一郎 

代表取締役 吉村 尚憲 

代表取締役 松本 治雄 

代表取締役 金井 義邦 

代表取締役 小塚 睦実 

取締役(社外) 西岡  喬 

（三菱重工業㈱会長）

取締役(社外) 谷口 一郎 

（三菱電機㈱会長） 

取締役(社外) 有馬 龍夫 

取締役(社外) 堤  富男 

 

２．監査役会：５名（６月総会日付） 

 ６月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 藤村  潔 

監査役(社外) 三木 繁光 
（㈱東京三菱銀行 会長、 

㈱三菱東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役） 

監査役(社外) 樋口 公啓 

（東京海上日動火災保険㈱相談役） 

監査役(社外) 中島  茂 

（弁護士） 
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３．執行役員の体制：４２名（２００５年４月１日現在） 

○は取締役を兼務する執行役員 

執行役員役位 氏  名 役職等  

社 長 小島 順彦 チーフ・イノベーション・オフィサー、 
監査担当 

○

副社長執行役員 増田 幸央 社長補佐、資源・エネルギー担当、チーフ・

コンプライアンス・オフィサー、チーフ・

インフォメーション・オフィサー 

○

 石橋  武 化学品グループCEO、中国担当 ○

 上野 征夫 関西支社長、国内担当 ○

 亀崎 英敏 コーポレート担当役員総括、CRO、経営計
画担当 

○

常務執行役員 桜井 本篤 北米ブロック統括 
(兼)米国三菱商事会社社長 

 

 井上  彪 生活産業グループCEO ○

 宮本 雅雄 機械グループCEO ○

 武田 勝年 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 

 

 水野 一郎 コーポレート担当役員（CFO） ○

 吉村 尚憲 エネルギー事業グループCEO ○

 松本 治雄 新機能事業グループCEO ○

 金井 義邦 中部支社長 ○

 勝村  元 機械グループCOO  
 西澤 正俊 エネルギー事業グループCOO  
 木島 綱雄 生活産業グループCOO(兼)食品本部長  
 小塚 睦実 金属グループCEO ○

執行役員 佐藤 達夫 宇宙航空機本部長  
 三野  博 新機能事業グループCEOオフィス室長  
 藤川 純太 関西支社 副支社長(兼)新機能事業部長  
 片山 善朗 重電機本部長  
 武内 英史 トレジャラー  

 加藤 晴二 天然ガス事業本部長  
 上田 良一 コントローラー  
 小林  健 プラントプロジェクト本部長  
 小松 孝一 イノベーションセンター長  

 吉村 和美 米国三菱商事会社EVP  
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執行役員 矢野 雅英 繊維本部長  
 寺村 元伸 ジャカルタ駐在事務所長  
 鍋島 英幸 経営企画部長  
 伊与部恒雄 人事総務、秘書、法務担当  
 柳井  準 石油事業本部長  
 中原 秀人 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 
(兼)オランダ三菱商事会社社長 

 

 安田 正介 機能化学品本部長  
 小宮  修 機械グループ CEOオフィス室長  
 永野 哲行 資材本部長  
 小島 信明 事業開発部長  
 藤井  明 食糧本部長  
 小野 誠英 非鉄金属本部長  
 宮内 孝久 化学品グループ CEOオフィス室長  
 衣川  潤 鉄鋼原料本部長  
 桑原 徹郎 クアラルンプール支店長  

（注１）6月総会日付で退任予定の役員は除く。 

（注２）宮本、吉村（尚）、金井、小塚の各常務は、6月総会日付で取締役に 
選任予定。 
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４．理事の体制：３６名（２００５年４月１日現在） 

氏 名 役職名 

印藤  進 エネルギー事業グループ CEOオフィス室長 
工藤  章 中南米総代表 
板谷健二郎 金属グループ CEO補佐 
土岐 紘之 オフィスビル企画部長 
大谷 康之 中東総代表 
長谷川 稔 金属グループ CEO補佐 
門多  丈 金融事業本部長 
野呂  剛 泰国三菱商事会社社長(兼)泰MC商事会社社長 
小西 正秀 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 
浅岡  実 九州支社長 
大村 多聞 コーポレート担当役員補佐 
清田 正昭 汎用化学品本部長(兼)基礎石化ユニットマネージャー 

松浦 史一 カナダ三菱商事会社社長(兼)トロント支店長 

中西 良和 開発建設・産業機械事業本部長 

田村 栄作 
ヒューマンライフ事業本部長 
(兼)ソーシャルケア事業ユニットマネージャー 

大嶋 英二 IR部長 
都築 正行 CIO補佐 

菅野 洋一 
イスタンブール支店長(兼)欧州ブロック統括補佐(兼)ソフィア 

駐在事務所長(兼)ギリシャ三菱商事会社社長(兼)アンカラ支店長 
阪田  良 トリペッチイスズセールスカンパニーリミテッド出向（副社長） 
岡林 正和 マニラ支店長 
増渕 文規 監査役室長 
高橋 顕三 米国三菱商事会社 生活産業部門担当 SVP 
小林 久芳 東北支社長 

是永 和夫 
ヨハネスブルグ支店長(兼)マプト駐在事務所長(兼)ナイジェリア

三菱商事会社社長(兼)ラゴス支店長 
西端 義仁 監査部長 
多田  稔 伯国三菱商事会社社長 
岩間 秀和 関西支社 副支社長(兼)総務部長 
柴田  実 開発建設・産業機械事業本部 副本部長 
三宅  博 関西支社 副支社長 
須方 信雄 化学品グループコントローラー 
植月 晴夫 中国副総代表 
木村 雅敏 北海道支社長 
金森  廣 韓国三菱商事会社社長 
濱野 孝夫 九州支社 副支社長 
泉  道夫 物流サービス本部長 
小池建四郎 ITS事業企画部長 

（注）6月末で退任予定の理事は除く。 
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【参考資料②】 

 
役 員 数  
（２００５年６月総会日現在） 

 
 

【取締役】 
取締役会長      １名 
取締役社長      １名 
取締役       １５名 
  取締役計        １７名［内、社外   ４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  ２２名［内、社外   ７名］ 
 

【執行役員】（（  ）は、執行役員専任者） 
社長                １名 
副社長執行役員      ４名 
常務執行役員      １２名（ ５名） 
執行役員          ２５名（２５名） 
  執行役員計      ４２名（３０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 ５２名［内、社外  ７名］ 
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【参考資料③】組織改編の概要 

 

１．コーポレートスタッフ部門内組織改編（４月１日付） 

①「イノベーションセンター」新設 

チーフ・イノベーション・オフィサーの管下組織として、「イノベーションセンター」

を新設する。「事業開発部」「ITS事業企画部」を同センターの管下組織に位置付けると

共に、新機能事業グループからビジネスクリエーション関連業務を移管する。 

                  《現》                                《新》 

 

 

部 長：中澤 輝幸 部 長：小島 信明 

  

 

 

部 長：小池建四郎 部 長：小池建四郎 

 

 

 

 

②「国際戦略研究所」及び「中国事業戦略オフィス」新設 

 「業務部」から「国際戦略研究所」を分離し、経営計画担当の管下組織とする。 

 中国担当の管下組織として「中国事業戦略オフィス」を新設する。 

                  《現》                                  《新》 

  

 

部 長：鍋島 英幸 部 長：鍋島 英幸 

 

 
所 長：藤山 知彦 

 

 

 

部 長：杉浦 康之 部 長：杉浦 康之 
  

 

 

 室 長：茂木  宏 

業 務 部 業 務 部 

中国事業戦略オフィス 

中国関連

業務 

事業開発部 

ITS事業企画部 

事業開発部 
セ
ン
タ
ー
長
：
小
松 

孝
一

新機能事業グループ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ

関連業務 

国際戦略研究所 

国際戦略研究所 

経営企画部 経営企画部 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

ITS事業企画部 
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２.新機能事業グループ内本部組織改編（４月１日付） 

「コンシューマー事業本部」と「ヒューマンケア事業本部」を『ヒューマンライフ事業本

部』として統合する。 

                 《現》                                     《新》 

 

     

本部長：三野  博 

  

  

本部長：田村 栄作 

 
本部長：田村 栄作 
 
 
 
 
 

以   上 

 

コンシューマー事業本部 

ヒューマンケア事業本部 

ヒューマンライフ事業本部 

外食事業 
ｺﾝｼｭｰﾏｰ事業開発 
ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ事業 

ﾍﾙｽｹｱ事業 
ﾗｲﾌｹｱ事業 
ｿｰｼｬﾙｹｱ事業 


