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２０１７年４月２１日 
 三菱商事株式会社 

 
 
 
 
 

２０１７年度 取締役人事に係る件 

 

 

１. 新任取締役：６月２３日付 

氏 名 新 現 

戸出   巌 取締役 常務執行役員 常務執行役員 

村越   晃 取締役 常務執行役員 常務執行役員 

榊田 雅和 取締役 常務執行役員 常務執行役員 

齋木 昭隆 社外取締役 顧問 

（注）上記 新任取締役の略歴は添付ご参照。 

 

 

 

２. 退任取締役：６月２３日付 

氏 名 新 現 

森  和之 退任 取締役 

加藤 良三 退任 社外取締役 

 

以  上 
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【 参 考 ① 】 

１．取締役会：１３名（６月２３日付） 

 6 月 23 日総会日以降の取締役会の構成は次のとおり。 

 氏名 注 

取締役会長 小林  健  

取締役 垣内 威彦 ※ 

取締役 田邊 栄一 ※ 

取締役 廣田 康人 ※ 

取締役 増  一行 ※ 

取締役 戸出  巌  

取締役 村越  晃  

取締役 榊田 雅和 ※ 

社外取締役 今野 秀洋  

社外取締役 西山 昭彦  

社外取締役 大宮 英明  

社外取締役 岡  俊子  

社外取締役 齋木 昭隆  

（注）※の取締役は、6 月 23 日総会日付で代表取締役に選定予定。 
 

２．監査役会：５名（６月２３日付） 

 6 月 23 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 鍋島 英幸 

監査役 木﨑  博 

社外監査役 國廣  正 
社外監査役 西川 郁生 
社外監査役 高山 靖子 
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３．執行役員の体制 ４９名（６月２３日付） 

執行役員役位 氏  名 新役職等 
社 長 垣内 威彦*  
副社長 

執行役員 
田邊 栄一* コーポレート担当役員（業務、調査、経済協力、ロジスティクス 

総括）（兼）アジア・大洋州統括、 

安全保障貿易管理総括責任者、貿易手続管理総括責任者 

常務執行役員 大河 一司 機械グループ CEO 
 廣田 康人* コーポレート担当役員（国内）（兼）関西支社長 
 平野  肇 エネルギー事業グループ CEO 
 佐久間 浩 地球環境・インフラ事業グループ CEO 
 西浦 完司 金属グループ CEO 
 林  春樹 欧州・アフリカ統括（兼）欧州三菱商事会社社長 
 水原 秀元 北米統括（兼）北米三菱商事会社社長 
 増  一行* コーポレート担当役員（CFO、IT） 
 萩原  剛 化学品グループ CEO 
 吉田 真也 新産業金融事業グループ CEO 
 京谷  裕 生活産業グループ CEO 
 戸出  巌* コーポレート担当役員（事業投資総括、サステナビリティ推進） 
 村越  晃* コーポレート担当役員（広報、人事） 
 

榊田 雅和* 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 

執行役員 高田 光進 業務部長 
 星野 啓介 三菱商事 RtM ジャパン㈱出向（代表取締役社長執行役員） 
 和田 浩一 中部支社長 
 髙野瀬 励 関西支社 副支社長 
 伊藤 勝弘 香港三菱商事会社社長 
 鴨脚 光眞 事業投資総括部長 
 石川隆次郎 新産業金融事業グループ付 
 

平井 康光 東アジア統括（兼）三菱商事（中国）有限公司社長 
（兼）北京支店長 

 辻   昇 自動車事業本部長 
 田中 格知 金属資源本部長（兼）MDP 事業部長 
 長谷川文則 エネルギー資源第一本部長 
 中川 哲志 インフラ事業本部長 

 髙岡 英則 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

 坪沼 宣幸 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（兼）アジア・大洋州統括補佐（大洋州） 

 岡久  靖 コーポレートスタッフ部門統括部長 
 柳原 恒彦 北米三菱商事会社 EVP（在シリコンバレー） 

 倉橋 政嗣 インドネシア総代表（兼）インドネシア三菱商事会社社長 
（兼）スラバヤ支店長 

 山﨑 和 生活流通本部長 
 塚本 光太郎 鉄鋼製品本部長 
 中西 勝也 中東・中央アジア統括（兼）ドゥバイ駐在事務所長 
 西澤 淳 エネルギー資源第二本部長 
 中村 達夫 自動車事業本部付（戦略企画室長） 
 竹内 修身 石油化学品本部長 
 西尾 一範 リテイル本部長 

*の執行役員は、取締役を兼務。 
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執行役員役位 氏  名 新役職等 

執行役員 岸本 好司 ライフサイエンス本部長 

 塩﨑 英輔 インド三菱商事会社社長（兼）アジア・大洋州統括補佐 
（南西アジア） 

 片山 祥徳 新エネルギー・電力事業本部長 
 蜂谷 由文 主計部長 
 石巻 尚 船舶・宇宙航空事業本部長 
 久我 卓也 不動産事業本部長 
 柏木 康全 生鮮品本部長 
 羽場 広樹 北米三菱商事会社 エネルギー事業部門担当 

 三枝 則生 
泰国三菱商事会社社長（兼）泰 MC 商事会社社長（兼） 
泰国三菱商事会社ハジャイ事務所長（兼）泰 MC 商事 
会社ハジャイ事務所長（兼）ビエンチャン駐在事務所長 

（注） 監査 及び 経営企画関係は、社長が直掌する。 
 
【執行役員数（６月２３日現在）】 

社長  ： １名 

副社長執行役員 ： １名 

常務執行役員 ：１４名 

執行役員  ：３３名   

  計    ：４９名 
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【 参 考 ② 】 

 
 役 員 数  

（２０１７年６月２３日現在） 
 

 

【取締役】 
取締役会長     １名 
取締役      １２名 
  取締役計    １３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  １８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      １名 
常務執行役員      １４名（  ９名） 
執行役員          ３３名（３３名） 
執行役員計        ４９名（４２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 ６０名［内、社外  ８名］ 
 

 

以  上 


	１．取締役会：１３名（６月２３日付）

