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２０２２年５月１０日 
三菱商事株式会社 

役員人事等の件 

Ⅰ. 新任執行役員 ： 1 名 （7 月 1 日付） 

氏 名 現役職 

平栗 拓也 デジタル戦略部長 

Ⅱ. 関連人事 

DX 推進体制に伴う人事 

（7 月 1 日付） 

（注）本年 7 月 1 日付で、産業 DX 部門を新設する。また、全社 DX 戦略の推進を統括する専任の

CDO を置く。CDO は、産業 DX 部門長を兼務する。 
コーポレート担当役員（IT）は、全社の IT 戦略の推進を統括し、コーポレートスタッフ部門 IT
サービス部を管掌する。

新 現 氏名 

コーポレート担当役員

（IT、CAO、広報、

サステナビリティ・CSR）（注）

コーポレート担当役員

（CDO、CAO、広報、

サステナビリティ・CSR）

常務執行役員 
柏木 豊 

CDO 
（兼）産業 DX 部門長 
（兼）サービス DX 部長（注） 

デジタル戦略部長 
執行役員 

平栗 拓也 

産業 DX 部門 副部門長 
（兼）電力・地域コミュニティ DX
部長 

ユーティリティーリテイル本部長

岡部 康彦 

電 力 ソ リ ュ ー シ ョ ン グ ル ー プ

CEO オフィス室長 
（兼）ユーティリティーリテイル 
本部長 

電力ソリューショングループ CEO
オフィス室長 執行役員 

朝倉 康之 

デジタル事業部長 ㈱MC データプラス出向 
（代表取締役社長） 

飯田 正生 

インダストリーDX 部長 オランダ三菱商事会社

（兼）食品流通 DX タスクフォース
田代 浩司 
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機能材本部長関連人事 

（7 月 1 日付） 

 

以   上 

 

新 現 氏名 

総合素材グループ CEO 
オフィス（特命担当） 

機能材本部長 
 

執行役員 
馬場 重郎 

機能材本部長 
 

塩ビ・化成品部長 
五十嵐 啓記 

塩ビ・化成品部長 塩ビ・化成品部 
向井 寛 
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【参考資料】執行役員の体制 46 名 （7 月 1 日付）  

執行役員役位 氏  名 役職等 

社 長 中西 勝也  

常務執行役員 田中 格知 金属資源グループ CEO 

 高岡 英則 北米三菱商事会社社長 

 塚本 光太郎 総合素材グループ CEO 

 西澤  淳 天然ガスグループ CEO 

 三枝 則生 食品産業グループ CEO 

 松永 愛一郎 電力ソリューショングループ CEO 

 
平井 康光 

コーポレート担当役員（地域戦略）、チーフ・コンプライアンス・ 
オフィサー、緊急危機対策本部長 

 竹内 修身 石油・化学ソリューショングループ CEO 

 
柏木  豊 

コーポレート担当役員 
（IT、CAO、広報、サステナビリティ・CSR） 

 菊地 清貴 コンシューマー産業グループ CEO（兼）リテイル本部長 

 久我 卓也 複合都市開発グループ CEO 

 若林  茂 自動車・モビリティグループ CEO 

 野内 雄三 コーポレート担当役員（CFO） 

 
太田 光治 

産業インフラグループ CEO 
（兼）プラントエンジニアリング本部長 

執行役員 羽場 広樹 次世代燃料・石油事業本部長 

 世利 耕一 金属資源トレーディング本部長 

 川上 泰弘 Cermaq Group AS 出向（Chair of the Board） 

 太田 健司 ドゥバイ支店長 

 齊藤  勝 天然ガスグループ CEO オフィス室長（兼）北米本部長 

 大河原 誠 財務部長 

 荻久保 直志 複合都市開発グループ CEO オフィス室長 

 野島 嘉之 総務部長 

 高田 明彦 欧州三菱商事会社社長（兼）ロンドン支店長 

 河手 哲雄 人事部長 

 近藤 恭哉 いすゞ事業本部長 

 朝倉 康之 
電力ソリューショングループ CEO オフィス室長 
（兼）ユーティリティーリテイル本部長 

 今村  功 ㈱メタルワン出向（代表取締役社長執行役員（兼）CEO） 

 羽地 貞彦 
Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 
（Managing Director & CEO） 

 篠原 徹也 地域戦略部長 

 近藤 祥太 経営企画部長 

 小山 聡史 金属資源本部長（兼）MDP 事業部長 

 前川 敏章 自動車事業本部長 

 堀  秀行 食品産業グループ CEO オフィス室長 

 大野 浩司 鉄鋼製品本部長 



 

4 

（続き） 

執行役員役位 氏  名 役職等 

執行役員 鈴木 明文 グローバルマーケティング本部長 

 舩山  徹 コーポレート担当役員（国内開発）（兼）関西支社長 

 山名 一彰 事業投資総括部長 

 小林 健司 アセットファイナンス本部長 

 馬場 重郎 総合素材グループ CEO オフィス（特命担当） 

 津輕 亮介 アジア・パシフィック本部長 

 山口  研 食品化学本部長 

 佐藤  聡 産業機械本部長 

 藤村 武宏 監査部長 

 岡藤 裕治 エネルギーサービス本部長 

 平栗 拓也 CDO（兼）産業 DX 部門長（兼）サービス DX 部長 

（注）監査 及び 経営企画関係は、社長が直掌する。 

 

【執行役員数（7 月 1 日現在）】 

社長  ： 11 名 

常務執行役員 ： 14 名 

執行役員 ： 31 名 

計  ： 46 名 

 

 

以   上 

 


