
各 位

異動する取締役の氏名及び役職名

1.退任

現

上田 良一  代表取締役

副社長執行役員

2.新任

現

柳井  準  副社長執行役員

エネルギー事業グループ CEO

衣川  潤 副社長執行役員

金属グループCEO

宮内 孝久 副社長執行役員

化学品グループCEO

常務執行役員

コーポレート担当役員(CFO)

平成 25年 4月 19日

三菱商事株式会社

代表取締役社長 ′1ヽ林 健

8058

東京都千代田区丸の内

二丁目3番 1号

広報部報道チームリーダー

渋谷 弘能(TEL:03-3210-3917)

会 社 名

代表者名

コード番号

本社所在地

問合せ先

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催致しました取締役会において、下記の通り代表取締役の異動について決議致し

ましたので、お知らせ致します。

尚、本件につきましては、平成 25年 6月 21日 開催予定の平成 24年度定時株主総会および同総

会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

記

新

退任

新

代表取締役

副社長執行役員

エネルギー事業グループCEO

代表取締役

副社長執行役員

金属グループCEO

代表取締役

副社長執行役員

化学品グループCEO

代表取締役

常務執行役員

コーボレート担当役員(CFO)

所有株式数

39,165株

25,954株

30,634株

20,401株内野 州馬

3.就退任日  平成 25年 6月 21日

【添付資料】① 新任代表取締役略歴 ② 2013年度 取締役人事に係る件

以 上



2013年度 取締役人事に係る件

2013年4月 19日
三菱商事株式会社

以  上

1.新任取締役 :6月 21日付

(注)略歴は添付ご参照。

2,退任取締役 :6月 21日付

■

‥

新 現氏 名

副社長執行役員

エネルギー事業グループ CEO
柳井  準 取締役 (兼)副社長執行役員

エネルギー事業グループCEO

副社長執行役員

金属グループ CEO
衣川  潤 取締役 (兼)副社長執行役員

金属グループ CEO

副社長執行役員

化学品グループ CEO
宮内 孝久 取締役 (兼)副社長執行役員

化学品グループ CEO

常務執行役員

コーポレー ト担当役員 (CFO)

内野 州馬 取締役 (兼)常務執行役員

コーポレー ト担当役員 (CFO)

橘 。フクシマ・咲江 社外取締役

氏 名 新 現

上田 良一 退任 取締役 (兼)副社長執行役員

矢野 雅英 退任 取締役 (兼)副社長執行役員

野間口 有 退任 社外取締役



【参考資料①】

取締役会 :14名 (6月 21日付)

06月 21日 総会日以降の取締役会の構成は次のとおり。

注氏名

小島 順彦取締役会長

※取締役社長 小林  健

※取締役 鍋島 英幸

中原 秀人 ※取締役

柳井  準 ※取締役

※取締役 衣川  潤

取締役 官内 孝久 ※

永井 康雄 ※取締役

※取締役 内野 州馬

社外取締役 伊藤 邦雄

イ田   不日夫社外取締役

社外取締役 加藤 良三

社外取締役 今野 秀洋

社外取締役 橘 。フクシマ・咲江

(注)※の取締役は、6月 21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 21日付 )

● 6月 21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 上野 征夫

監査役 野問  治

社外監査役 辻山 栄子

社外監査役 石野 秀世

國廣  正社外監査役

2



3.執行役員の体制 :55名 (6月 21日付 ) *の執行役員は、取締役を兼務。

執行役員役位 氏  名 新役職等

社 長 小林  健*

鍋島 英幸* 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

中原 秀人* コーポレー ト担当役員 (企画業務、グローバル渉外、経済協力、
ロジスティクス総括)、 市場戦略担当

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

官内 孝久* 化学品グループCEO

副社長執行役員

小島 信明 地球環境 。インフラ事業開発部門 CEO

白木 清司 中南米統括

森山  透 アジア・大洋州統括

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

吉川 恵章 中東・中央アジア統括

北米統括 (兼)北米三菱商事会社社長杉浦 康之

内野 州馬* コーポレー ト担当役員 (CFO)

占部 利充 ビジネスサービス部門CEO

白地 浩三 機械グループ CEO
東アジア統括 (兼)三菱商事 (中 国)有限公司社長 (末)北京事務
所長

松井 俊一

垣内 威彦 生活産業グループ CEO

常務執行役員

森  和之 天然ガス事業本部長

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

浅井 恵一 爛 リチウムエナジージャパン出向 (取締役副社長 )

尾畑 守伸 繊維本部長

谷 謙 三菱商事 RtMジ ャパンい出向 (取締役社長 )

大河 一司 機械グループ CEO補佐 (兼)船舟白。宇宙航空事業本部長事務代行

河村 芳彦 コーポレー ト担当役員補佐 (特命担当)

廣田 康人
コーポレー ト担当役員補佐 (広報、環境 。CSR、 法務、人事
担当)(兼)総務部長

平野  肇 天然ガス事業本部 菖1本部長

廣本 裕一 産業金融事業本部長

西浦 完司 金属資源第一本部長 (兼)MDP事業部長

喜代吉龍也 汎用化学品第一本部長

北川 靖彦 企画業務部長

シンガポール支店長安野 健二

米国三菱商事会社社長 (兼)北米三菱商事会社 EVP水原 秀 元

伊勢田純一 イン ドネシア総代表 (兼)ジ ャカルタ駐在事務所長

佐久間 浩 新エネルギー・電力事業本部長

戸出  巌 金属グループ CEOオ フィス室長

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

環境・インフラ事業本部長

執行役員

山東 理二

3



執行役員役位 氏  名 新役職等

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 (兼)ア ジア・大洋州統括補佐 (大洋州)

小柳 健一 石油 。ガス探鉱開発事業本部長

下山 F易・一 財務部長

資材本部長村越  晃

北村 康一 リスクマネジメント部長

榊田 雅和
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)

中川 弘志 Tri Petch lsuzu Sales Co.,Ltd.出 向 (President,Director)

主計部長増  一行

萩原  剛 機能化学品木部長

林  春樹 欧州・アフリカ統括 (兼)欧州三菱商事会社社長

宮崎  崇 船舶 。宇宙航空事業本部長

星野 啓介 Mttsubishi Development Pty Ltd。 (CEO)

和田 浩一 クアラルンプール支店長

高野瀬 励 生活産業グループ CEOオフィス室長

執行役員

吉田 真也 経営企画部長

【執行役員数 (6月 21日現在)】

社長

副社長執行役員

常務執行役員

執行役員

1名

5名

14名
35名

計 :55名

4



【参考資料②】

役 員 数

【取締役】

取締役会長

取締役社長

取締役

(2013年 6月 21日 現在 )

1名

1名

12名

取締役計 14名 [内 、社外 5名 ]

【監査役】

常任監査役

監査役

1名

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 19名 [内、社外 8名 ]

【執行役員】(( )イま執行役員専任者)

社長        1名
副社長執行役員   5名
常務執行役員   14名 (12名 )

執行役員     35名 (35名 )

執行役員計 55名 (47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 66名 [内、社外 8名 ]

5

以  上



2013年 4月 19日
三 菱 商 事 株 式 会 社

経   歴 書

氏  名  : 柳 井   準  (やない じゅん)

生年月 日 :  1950年  7月  5日 生 (62才 )

学  歴  :  1973年  3月  早稲田大学法学部卒業

略  歴 1973年

1975年

1977年

1979年

1982年 1

1989年

1991年

1992年

1994年

1995年

1997年

2000年

2001年

2004年

2005年

2008年

4月

8月

6月

5月

0月

4月

1月

6月

7月

2月

7月

4月

5月

4月

4月

4月

三菱商事株式会社入社 (産業機械都)

フランス語研修生

原油部

ロンドン支店

原油部

石油貿易本部付

原油都

社長室会事務局

ユカール事業部

石油製品都

石油需給部長

燃料第一本部付

エネルギー事業グループ CEO補佐

執行役員就任

石油事業本部長

常務執行役員昇役、

エネルギー事業グループ COO

エネルギー事業グループ CEO

副社長執行役員昇役

2011年

2013年

4月

4月

以   上



2013年 4月 19日
三菱 商事株式会社

歴

氏  名  : 衣 川   潤  (き ぬかわ じゅん)

生年月 日 :  1951年  4月  7日 生 (62才 )

学  歴  : 1975年  3月  慶応義塾大学商学部卒業

略   歴  :  1975年  4月

書経

三菱商事株式会社入社 (鉄鋼第一部)

1980年  1月  原料炭部

1981年 10月  石炭都

1982年  3月  カナダ三菱商事会社 (バ ンクーバー)

1986年  3月  石炭都

1998年  4月  石炭 。原子燃料事業部

2001年  4月  鉄鋼本部 鉄鋼原料事業ユニント

2002年  4月  鉄鋼本部 鉄鉱石事業ユニットマネージャー

2003年  1月  鉄鋼原料本部 鉄鉱石事業ユニッ トマネージャー

(2004年 9月 ～ 11月 HaⅣard Business School AMP派 遣 )

2005年  4月  執行役員就任、鉄鋼原料本部長

2007年 10月  鉄0岡原料本部長 (兼)ⅢIDPユニットマネージャー

2008年  4月  常務執行役員昇役、

金属グループ COO(兼)鉄鋼原料本部長

(兼)MDPユニントマネージャー

2009年  4月  金属グループ CEO

2013年  4月  副社長執行役員昇役

以 上



2013年 4月 19日
三菱商事株式会社

生年月日

経 歴   書

宮 内 孝 久  (みや うち たかひさ)

1950年  9月 13日 生 (62才 )

1975年  3月  早稲田大学法学部卒業

1975年  4月  三菱商事株式会社入社 (合成樹脂第一部)

1988年 12月  リヤー ド駐在事務所

1991年  3月  クロール・アルカリ部

1996年  7月  Ex,oHadOra de Sal S.A.de C.V.出 向 (メ キシコ)

1999年  5月  無機 。肥料本部 アンモニアANユニット

1999年  8月  無機・肥料木都

アンモニアプロジェクトユニットマネージャー

(兼)ア ンモニア・ANユニットマネージャー

2002年  4月  汎用化学品本部

アンモニアユニットマネージャー

(兼)ア クリロニ トリアレユニットマネージャー

2003年  4月  化学品グループ CEOオフィス室長

2005年  4月  執行役員就任

2006年  4月  汎用化学品本部長

2009年  4月  常務執行役員昇役、

 ヽ       化学品グループ CEO

2013年  4月  副社長執行役員昇役

以 上



経   歴 書

氏  名  : 内 野  州 馬  (う ちの しゅうま)

生年月 日 :  1954年 6月 29日 生 (58才 )

学  歴 早稲田大学政治経済学部卒業

三菱商事株式会社入社 (鉄鋼管理部)

大阪支社 管理第一部

主計第一部

社長室会事務局

米国三菱商事会社 (ニ ューヨーク)

主計部

経営企画部         ′

三菱商事フィナンシャルサービス爛出向

(取締役副社長)

金属グループ CFO(兼)金属管理部長

金属グループコントローラー

三菱自動車工業l抑出向

同社執行役員を経て、

2008年 4月 同社常務執行役員就任

執行役貝就任

主計部長

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)

常務執行役員昇役、

コーポレー ト担当役員 (CFO)

2013年 4月 19日
三 菱 商 事 株 式 会 社

略  歴

1978年  3月

1978年  4月

1983年 11月

1986年  9月

1989年 12月

1992年  4月

1997年  6月

2000年  4月

2001年  7月

2002年  5月

2002年 10月

2004年  6月

2009年  4月

2010年  7月

2010年 11月

以

2013年  4月

上



経   歴 書

氏  名  : 橘 ・ フ ク シ マ ・ 咲 江  (たちばな ふくしま さきえ)

生年月 日 :  1949年  9月  10日 生 (63才 )

学  歴

2013年 4月 19日
三 菱 商 事 株 式 会 社

清泉女子大学文学部卒業

国際基督教大学大学院

日本語教授法研究課程修了

ハーバー ド大学大学院教育学修士課程修了

スタンフォー ド大学大学院経営修士課程修了

ブラックス トン・インターナショナルい入社

ベイン・アンド・カンパニーい入社

日本コーン・フェリー・インターナショナルl抑入社

コーン 。フェリー・インターナショナル米国本社

取締役 (2007年 9月 退任)

日本コーン・フェリー・インターナショナル爛

取締役社長

同社取締役会長 (2010年 7月 退任)

G&Sグローバル・ア ドバイザーズl抑

取締役社長 (現職)

1972年

1974年

3月

3月

1978年

1987年

6月

6月

略  歴 1980年

1987年

1991年

1995年

6月

9月

8月

5月

2000年  9月

2009年

2010年

5月

8月

2011年 より わが社 ガバナンス・報酬委員会委員

以   上


