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２０１４年１月１７日 
三菱商事株式会社 

２０１４年度役員人事等の件 

Ⅰ．執行役員・取締役・監査役 

１．新任執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

伊藤 勝弘 執行役員 

コーポレート担当役員補佐（総括） 

北米三菱商事会社 コーポレート 

スタッフ部門担当 

鴨脚 光眞 執行役員 

リスクマネジメント部長 

機械グループ管理部長 

石川隆次郎 執行役員 

アセットマネジメント事業本部長

(兼)アセットマネジメント事業開発

部長 

アセットマネジメント事業本部長

(兼)アセットマネジメント事業開発

部長 

平井 康光 執行役員 

東アジア統括補佐（中国華東） 

(兼)三菱商事（上海）有限公司社長 

(兼)上海事務所長 

東アジア統括補佐（中国華東） 

(兼)三菱商事（上海）有限公司社長 

(兼)上海事務所長 

辻   昇 執行役員 

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors

出向（President, Director） 

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors

出向（President, Director） 

田中 格知 執行役員 

金属資源本部 副本部長 

金属資源第二本部長 

長谷川文則 執行役員 

石油事業本部長 

石油事業本部長 

京谷  裕 執行役員 

生活原料本部長 

農水産本部長 

中川 哲志 執行役員 

新エネルギー・電力事業本部長 

インフラ事業本部 副本部長 

(兼)水事業第二部長 

 

２．昇役執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

白木 清司 
副社長執行役員 

中南米統括 

常務執行役員 

中南米統括 

大河 一司 

常務執行役員 

機械グループ COO（産業機械事業、 

船舶・宇宙航空事業関係） 

執行役員 

船舶・宇宙航空事業本部長 

廣田 康人 

常務執行役員 

コーポレート担当役員（広報、総務、

環境・CSR、法務、人事） 

執行役員 

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 
常務執行役員 

天然ガス事業本部長 

執行役員 

天然ガス事業本部 副本部長 

佐久間 浩 

常務執行役員 

地球環境・インフラ事業グループ

CEO 

執行役員 

新エネルギー・電力事業本部長 
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３．退任執行役員：３月末日付 

氏 名 新 現 

鍋島 英幸 取締役（4 月 1 日付） 取締役(兼)副社長執行役員 

小島 信明 常勤顧問（4 月 1 日付） 常務執行役員 

永井 康雄 取締役（4 月 1 日付） 取締役(兼)常務執行役員 

坂田 保之 退任 執行役員 

浅井 恵一 退任 執行役員 

尾畑 守伸 退任 執行役員 

谷  謙二 退任 執行役員 

戸出  巌 退任 執行役員 

 

４．新任取締役： ６月２０日総会日付 

氏 名 新 現 

森  和之 取締役（兼）常務執行役員 常務執行役員（4 月 1 日付） 

廣田 康人 取締役（兼）常務執行役員 常務執行役員（4 月 1 日付） 

 

５．退任取締役：６月２０日総会日付 

氏 名 新 現 

鍋島 英幸 退任（同日付で常任監査役就任予定） 取締役 

永井 康雄 退任 取締役 

（注）3 月末日付で、鍋島 英幸は副社長執行役員退任、永井 康雄は常務執行役員退任。 

 

６．新任監査役：６月２０日総会日付 

氏 名 新 現 

鍋島 英幸 常任監査役 取締役 

 

７．退任監査役：６月２０日総会日付 

氏 名 新 現 

上野 征夫 退任 常任監査役 
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Ⅱ.理 事 

１．新任理事：４月１日付 

氏 名 現役職（1/17 現在） 

小川 広通 食品流通・ヘルスケア本部 リテイル事業部長 

木崎  博 地球環境・インフラ事業グループ管理部長 

松本 雄一 三菱商事石油㈱出向（取締役社長） 

古澤  実 

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 

矢田部陽一郎 三菱自動車工業㈱出向 

津留崎 真 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

依田 智樹 機械グループ CEO オフィス（人事担当） 

渡邊 冬樹 関西支社 化学品部長 

垣原 弘道 IT サービス事業本部長 

大山 昌弘 ㈱ローソン出向（常務執行役員） 

織田  毅 三菱商事（中国）商業有限公司 

永森 久善 関西支社 電力プラント部長 

天野 善夫 マニラ支店長 

 

２．退任理事：３月末日付 

氏 名 現役職（1/17 現在） 

斉藤  裕 
ロシア三菱商事会社社長(兼)欧州・アフリカ統括補佐 

（ロシア・ウクライナ） 

小形 明誠 地球環境・インフラ事業グループ CEO 補佐（特命担当） 

近藤 正樹 生活産業グループ CEO 補佐（人事担当） 

中里  誠 炭素･LPG 事業本部長 

大村 哲明 

コーポレート担当役員補佐（企画業務、グローバル渉外、経

済協力、ロジスティクス総括、事業投資担当） 

(兼)国内統括補佐 

百崎 鉄朗 キリン協和フーズ㈱出向（取締役社長） 

小椋 和平 関西支社 副支社長 

中村 浩之 物流本部長 

増田  宰 アストモスエネルギー㈱出向（取締役副社長） 

吉武  豊 監査役室長 

古屋 俊樹 食品流通・ヘルスケア本部 副本部長 
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Ⅲ. 関連人事 

１.コーポレート 

（３月１日付） 

新 現 氏名 

コーポレート部門付 監査役室長 理事 

吉武  豊 

監査役室長 エネルギー事業グループ 

管理部長 

 

山田 容三 

エネルギー事業グループ 

管理部長 

三菱商事フィナンシャルサービ
ス㈱出向（取締役副社長） 

 

松井 俊明 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

任を解く 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 

取締役 

副社長執行役員 

鍋島 英幸 

右記に加え、チーフ・コンプラ
イアンス・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 

柳井  準 

コーポレート担当役員（広報、
総務、環境・CSR、法務、人事） 

 

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 

常務執行役員 

廣田 康人 

コーポレート部門付 コーポレート担当役員補佐（企
画業務、グローバル渉外、経済
協力、ロジスティクス総括、事
業投資担当）(兼)国内統括補佐 

理事 

大村 哲明 

コーポレート担当役員補佐 

（総括） 

北米三菱商事会社 

コーポレートスタッフ部門担当 

執行役員 

伊藤 勝弘 

総務部長 人事部長 藤田  潔 

人事部長 地球環境・インフラ事業グルー
プ CEO オフィス（人事担当） 

 

河手 哲雄 

（新産業金融事業グループ） 

物流本部長 

ロジスティクス総括部長  

鈴木 一行 

ロジスティクス総括部長 ロシア三菱商事会社 鈴木 賢司 

機械グループ管理部長 リスクマネジメント部長 執行役員 

北村 康一 

リスクマネジメント部長 
 

機械グループ管理部長 執行役員 

鴨脚 光眞 

東アジア統括補佐（中国華南）

(兼)香港三菱商事会社社長 

財務部長 執行役員 

下山 陽一 

財務部長 財務開発部長 金原俊一郎 

財務開発部長 Mitsubishi Development Pty 

Ltd.出向(Director) 

 

山田 仁夫 

新産業金融事業グループ CEO

オフィス 
IR 部長  

岡久  靖 

IR 部長 IR 部 武久  裕 

北米三菱商事会社 

コーポレートスタッフ部門担当 

財務開発部長代行  

佐藤 晴彦 
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２. ビジネスサービス部門 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

CIO 補佐の兼務を解く ビジネスサービス部門CEOオフ

ィス室長(兼)CIO 補佐 

理事 

畑  伸郎 

 

３.営業部門 

(１) 地球環境・インフラ事業グループ 

（３月１日付） 

新 現 氏名 

中南米統括付 新エネルギー・電力事業本部 

重電機輸出部長 

 

松永愛一郎 

新エネルギー・電力事業本部 

重電機輸出部長 

三菱商事マシナリ㈱出向 

（執行役員） 

 

中塚潤一郎 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

任を解く 地球環境・インフラ事業 

グループ CEO 

常務執行役員 

小島 信明 

地球環境・インフラ事業 

グループ CEO 

新エネルギー･電力事業本部長 常務執行役員 

佐久間 浩 

地球環境・インフラ事業グルー

プ付 

地球環境・インフラ事業 

グループ CEO 補佐（特命担当） 

理事 

小形 明誠 

新エネルギー･電力事業本部長 インフラ事業本部 副本部長 

(兼)水事業第二部長 

執行役員 

中川 哲志 

インフラ事業本部 副本部長 インフラ事業本部 

交通インフラ事業部長 

 

森脇祥一郎 

人事部長 地球環境・インフラ事業グルー

プCEOオフィス（人事担当） 

 

河手 哲雄 

地球環境・インフラ事業グルー

プCEOオフィス（人事担当） 

経営企画部  

山尾 智聰 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

㈱リチウムエナジージャパン

出向（取締役副社長） 

執行役員 

浅井 恵一 

 

（２）新産業金融事業グループ 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

新産業金融事業グループ付 物流本部長 理事 

中村 浩之 

物流本部長 ロジスティクス総括部長  

鈴木 一行 
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（３）エネルギー事業グループ 

（３月１日付） 

新 現 氏名 

監査役室長 エネルギー事業グループ 

管理部長 

 

山田 容三 

エネルギー事業グループ 

管理部長 

三菱商事フィナンシャルサービ
ス㈱出向（取締役副社長） 

 

松井 俊明 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

右記に加え、チーフ・コンプラ
イアンス・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 

柳井  準 

国内統括（兼）関西支社長 天然ガス事業本部長 常務執行役員 

森  和之 

天然ガス事業本部長 天然ガス事業本部 副本部長 常務執行役員 

平野  肇 

天然ガス事業本部 副本部長 クアラルンプール支店長 執行役員 

和田 浩一 

エネルギー事業グループ付 炭素・LPG 事業本部長 理事 

中里  誠 

炭素・LPG 事業本部長 

 

三菱商事石油㈱出向（取締役社

長） 

理事 

松本 雄一 

 

（４）金属グループ 

(４月１日付) 

新 現 氏名 

金属グループ付 金属グループ CEO オフィス 

室長 

執行役員 

戸出  巌 

金属グループ CEO オフィス室

長（兼）金属グループ管理部長 

金属グループ管理部長 理事 

桑田  博 

金属資源本部長（注） 

(兼)MDP 事業部長 

金属資源第一本部長 

(兼)MDP 事業部長 

執行役員 

西浦 完司 

金属資源本部 副本部長 金属資源第二本部長 執行役員 

田中 格知 

（注）「金属資源第一本部」「金属資源第二本部」を『金属資源本部』として統合する。 

 

（５）機械グループ 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

機械グループ COO 

（産業機械事業、船舶・宇宙 

航空事業関係） 

船舶・宇宙航空事業本部長 常務執行役員 

大河 一司 

船舶・宇宙航空事業本部長 シンガポール支店長 

 

執行役員 

安野 健二 

リスクマネジメント部長 機械グループ管理部長 執行役員 
鴨脚 光眞 

機械グループ管理部長 リスクマネジメント部長 執行役員 
北村 康一 
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（６）化学品グループ 

（２月１日付） 

新 現 氏名 

ライフサイエンス本部長 化学品グループ CEO オフィス 

室長(兼)ライフサイエンス 

本部長 

 

 

本多  泰 

化学品グループ CEO オフィス 

室長 

汎用化学品第二本部 

肥料部長 

 

藤木  洋 

汎用化学品第二本部 

肥料部長 

汎用化学品第二本部 肥料部  

西谷 貴彦 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

三菱商事プラスチック㈱出向 

 

関西支社 化学品部長 理事 

渡邊 冬樹 

 

（７）生活産業グループ 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

中国生活産業グループ統括 生活産業グループ CEO オフィ

ス室長 

執行役員 

髙野瀬 励 

生活産業グループ付 生活産業グループ CEO 補佐 

（人事担当） 

理事 

近藤 正樹 

生活原料本部長（注） 農水産本部長 執行役員 

京谷  裕 

生活商品本部長（注） 食品流通・ヘルスケア本部長 理事 

宮下  修 

生活産業グループ付 食品流通・ヘルスケア本部 

副本部長 

理事 

古屋 俊樹 

生活産業グループ付 繊維本部長 執行役員 

尾畑 守伸 

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 

資材本部長 執行役員 

村越  晃 

生活産業グループ CEO オフィ

ス室長 

食品流通・ヘルスケア本部 

リテイル事業部長 

理事 

小川 広道 

リテイル本部長（注） 生活産業グループ CEO オフィ

ス 

 

西尾 一範 

海外市場本部長（注） 中国生活産業グループ統括 執行役員 

三須 和泰 

（注）現「農水産本部」「食品流通・ヘルスケア本部」「繊維本部」「資材本部」を 

『海外市場本部』『リテイル本部』『生活商品本部』『生活原料本部』に改組する。 
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４．国内/海外場所 

（１）国   内 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

任を解く 国内統括(兼)関西支社長 取締役 

常務執行役員 

永井 康雄 

国内統括(兼)関西支社長 天然ガス事業本部長 

 

常務執行役員 

森  和之 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

関西支社 副支社長 理事 

小椋 和平 

関西支社 副支社長 

(兼)電力プラント部長 

関西支社 電力プラント部長 理事 

永森 久善 

エムシー・エネルギー㈱出向 四国支店長  

宮田 慶介 

四国支店長 

 

石油事業本部 産業燃料部長  

黒江 賢司 

 

（２）海  外 

（４月１日付） 

新 現 氏名 

金属グループ CEO オフィス 

（室長補佐） 

カナダ三菱商事会社社長 

(兼)トロント支店長 

 

小田  賢 

カナダ三菱商事会社社長 

(兼)トロント支店長 

ベネズエラ三菱商事会社社長

(兼)プエルト・オルダス事務所長 

 

稲岡 俊哉 

ベネズエラ三菱商事会社社長

(兼)プエルト･オルダス事務所長 

三菱商事マシナリ㈱出向 

（執行役員） 

 

豊福 一郎 

いすゞ事業本部付 オランダ三菱商事会社社長 

 

 

三嶋 偉一 

オランダ三菱商事会社社長 

 

総務部長代行  

佐久間 玲 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

ロシア三菱商事会社社長(兼)欧

州・アフリカ統括補佐（ロシア・

ウクライナ） 

理事 

斉藤  裕 

ロシア三菱商事会社社長(兼)欧

州・アフリカ統括補佐（ロシア・

ウクライナ） 

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 

理事 

古澤  実 

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 

資材本部長 執行役員 

村越  晃 

定年退職 プラハ事務所長 

 

 

Tomas Vogel 

プラハ事務所長 企画業務部（プラハ在勤）  

細田  恭 
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（４月１日付） 

新 現 氏名 

船舶・宇宙航空事業本部付 ストックホルム駐在員首席  

西尾 直彦 

ストックホルム駐在員首席 繊維本部付  

樗木 健一 

経済協力部 カサブランカ駐在事務所長  

三浦  浩 

カサブランカ駐在事務所長 Vina Star Motors Corporation 出向  

手島 清志 

企画業務部 チュニス駐在事務所長  

原田 博丞 

チュニス駐在事務所長 自動車事業本部付  

加藤 泰樹 

企画業務部 ダルエスサラーム駐在事務所長  

渡辺 敦史 

ダルエスサラーム駐在事務所長 経済協力部  

市川 昭彦 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

イラン三菱商事会社社長  

明官 高雄 

イラン三菱商事会社社長 

 

環境事業本部 

環境ソリューション事業部長 

 

稲田 和男 

アンマン駐在事務所長 アンマン駐在事務所長 

(兼)テルアビブ駐在員首席 

(兼)ラマッラ駐在事務所長 

 

 

加藤 和久 

テルアビブ駐在員首席 

(兼)ラマッラ駐在事務所長 

テルアビブ駐在員  

Hani Taha 

北海道支社 ジェッダ事務所長 

(兼)ジェッダ駐在事務所長 

 

南   收 

ジェッダ事務所長 

(兼)ジェッダ駐在事務所長 

新エネルギー・電力事業本部 

アジア・大洋州事業部 

 

山﨑純一郎 

天然ガス事業本部付 アル・コバル事務所長 

(兼)アル・コバル駐在事務所長 

 

藤本  稔 

アル・コバル事務所長 

(兼)アル・コバル駐在事務所長 

北海道支社  

高木 陽一 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

インド三菱商事会社 

ムンバイ支店長 

 

大槻 晃嗣 

インド三菱商事会社 

ムンバイ支店長 

環境事業本部 

環境エネルギー事業部 

 

中村 有宏 

天然ガス事業本部 副本部長 クアラルンプール支店長 執行役員 

和田 浩一 

クアラルンプール支店長 天然ガス事業本部 

マレーシア事業部長 

 

太田 健司 

船舶・宇宙航空事業本部長 シンガポール支店長 執行役員 

安野 健二 

シンガポール支店長 シンガポール支店  

髙橋 健司 

生活産業グループ付 プノンペン駐在事務所長  

近藤 守彦 

プノンペン駐在事務所長 三菱食品㈱出向 

 

 

有井  淳 
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（４月１日付） 

新 現 氏名 

三菱商事マシナリ㈱出向 

（常務執行役員） 

東アジア統括補佐（中国華北）

(兼)三菱商事（中国）商業有限 

公司社長 

 

東   潔 

右記に加え 

(兼)三菱商事（中国）商業有限 

公司社長 

東アジア統括(兼)三菱商事（中

国）有限公司社長(兼)北京事務

所長 

常務執行役員 

松井 俊一 

新産業金融事業グループ付 東アジア統括補佐（中国華南）

(兼)香港三菱商事会社社長 

執行役員 

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 

財務部長 執行役員 

下山 陽一 

化学品グループ CEO オフィス 成都事務所長  

下澤  周 

成都事務所長 

 

成都事務所 副所長  

胡  興亜 

（７月１日付） 

インドネシア総代表 

(兼)インドネシア三菱商事会社

社長 

インドネシア総代表 

(兼)ジャカルタ駐在事務所長 

執行役員 

伊勢田純一 

ジャカルタ駐在事務所長 ジャカルタ駐在事務所  

梅村 卓生 

ライフサイエンス本部付 インドネシア三菱商事会社社長  

加藤 純平 
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【参考資料】 
 

１．取締役会：１４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 注 

取締役会長 小島 順彦  

取締役社長 小林  健 ※ 

取締役 中原 秀人 ※ 

取締役 柳井  準 ※ 

取締役 衣川  潤 ※ 

取締役 宮内 孝久 ※ 

取締役 内野 州馬 ※ 

取締役 森  和之 ※ 

取締役 廣田 康人 ※ 

社外取締役 伊藤 邦雄  

社外取締役 佃  和夫  

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 月総会後の臨時取締役会に於いて、 

同日付で代表取締役に選定予定。 

 

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 鍋島 英幸 （注） 

監査役 野間  治 

社外監査役 辻山 栄子 

社外監査役 石野 秀世 

社外監査役 國廣  正 

（注）6 月総会後の監査役会に於いて、同日付で常任監査役に選定予定。 
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３．執行役員の体制 ５５名（４月１日付）  

＊役職名は、今後の関連人事等により変更となる場合がある。 

執行役員役位 氏  名 新役職等 

社 長 小林  健  

副社長執行役員 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） 

 柳井  準 エネルギー事業グループ CEO、チーフ・コンプライアンス・ 

オフィサー 

 衣川  潤 金属グループ CEO 

 宮内 孝久 化学品グループCEO 

 白木 清司 中南米統括 

常務執行役員 森山  透 アジア・大洋州統括 

 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 惠章 中東・中央アジア統括 

 杉浦 康之 北米統括(兼)北米三菱商事会社社長 

 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 

 松井 俊一 東アジア統括(兼)三菱商事（中国）有限公司社長(兼)三菱商事 

（中国）商業有限公司社長(兼)北京事務所長 

 垣内 威彦 生活産業グループ CEO  

 森  和之 国内統括（兼）関西支社長 

 大河 一司 機械グループ COO（産業機械事業、船舶・宇宙航空事業関係） 

 廣田 康人 コーポレート担当役員（広報、総務、環境・CSR、法務、人事） 

 平野  肇 天然ガス事業本部長 

 佐久間 浩 地球環境・インフラ事業グループ CEO 

執行役員 河村 芳彦 コーポレート担当役員補佐（特命担当） 

 廣本 裕一 産業金融事業本部長 

 西浦 完司 金属資源本部長(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 

 安野 健二 船舶・宇宙航空事業本部長 

 水原 秀元 米国三菱商事会社社長（兼）北米三菱商事会社 EVP  

 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 

 三須 和泰 海外市場本部長 

 中山 真一 汎用化学品第二本部長 

 山東 理二 インフラ事業本部長(兼)環境事業本部長 

 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 陽一 東アジア統括補佐(中国華南)(兼)香港三菱商事会社社長 

 村越  晃 
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 

 北村 康一 機械グループ管理部長 
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執行役員役位 氏  名 新役職等 

執行役員 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 Isuzu Sales Co.,Ltd.出向（President, Director） 

 増  一行 主計部長 

 萩原  剛 機能化学品本部長 

 林  春樹 欧州・アフリカ統括(兼)欧州三菱商事会社社長 

 星野 啓介 Mitsubishi Development Pty Ltd.出向（CEO） 

 和田 浩一 天然ガス事業本部 副本部長 

 髙野瀬 励 中国生活産業グループ統括 

 吉田 真也 経営企画部長 

 伊藤 勝弘 コーポレート担当役員補佐（総括） 

 鴨脚 光眞 リスクマネジメント部長 

 石川隆次郎 
アセットマネジメント事業本部長(兼)アセットマネジメント 

事業開発部長 

 平井 康光 
東アジア統括補佐（中国華東）(兼)三菱商事（上海）有限公司社

長(兼)上海事務所長 

 辻   昇 PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors 出向（President, Director） 

 田中 格知 金属資源本部 副本部長 

 長谷川文則 石油事業本部長 

 京谷  裕 生活原料本部長 

 中川 哲志 新エネルギー･電力事業本部長 

（注）社長は、経営企画、監査を直掌する。 

 

【執行役員数（４月１日現在）】 

社長  ： １名 

副社長執行役員 ： ５名 

常務執行役員 ：１５名 

執行役員  ：３４名   

  計    ：５５名 

 



14 
 

４. 理事の体制 ５１名（４月１日付） 

＊役職名は、今後の関連人事等により変更となる場合がある。 

氏 名 新役職名 

吉澤 義仁 監査部長 

宮下  修 生活商品本部長 

水谷 重夫 水 ing㈱出向（取締役社長） 

大隅 一暢 ㈱メタルワン出向（執行役員） 

栗原 洋雄 自動車事業本部長 

山中  薫 三菱商事 RtM ジャパン㈱出向（取締役 副社長執行役員） 

菱田 州男 北海道支社長 

大友 伸彦 北米三菱商事会社 化学品部門担当 

金重 州典 九州支社長 

小池 洋介 日本農産工業㈱出向（監査役） 

安達  譲 ㈱メタルワン出向(兼)金属グループ CIO 

山田起王威 鉄鋼製品本部長 

畑  伸郎 ビジネスサービス部門 CEO オフィス室長 

岩城宏斗司 東アジア統括補佐（コーポレート）(兼)三菱商事（中国）有限公司 北京支店長 

桑田  博 金属グループ CEO オフィス室長(兼)金属グループ管理部長 

徳山 司文 ハノイ事務所長 

青木 克彦 新産業金融事業グループ CEO オフィス室長 

嶋崎 利浩 智利三菱商事会社社長 

村田 弘一 三菱商事都市開発㈱出向（取締役社長） 

村山 雅彦 機械グループ CEO オフィス室長 

鈴木大一朗 三菱食品㈱出向（取締役 常務執行役員） 

久能木慎穂 東北支社長 

柳川 勝彦 
独国三菱商事会社社長（兼）欧州・アフリカ統括補佐（北・中東欧） 

(兼)独国三菱商事会社ベルリン支店長(兼)フランクフルト支店長 

石山 博嗣 韓国三菱商事会社社長 

一木 伸也 開発建設本部長 

中川 英二 中国支社長 

三好  博 
イスタンブール支店長(兼)中東・中央アジア統括補佐（トルコ・中央アジア・

コーカサス） 

根本 宏児 地球環境・インフラ事業グループ CEO オフィス室長 

志村 孝信 関西支社 副支社長(兼)エネルギー事業部長 

東馬 圭一 産業機械事業本部長 

大沼 尚人 生活産業グループ管理部長 

金木 幸雄 欧州･アフリカ統括補佐（アフリカ）（兼）ヨハネスブルグ支店長 

松澤 豊彦 三菱食品㈱出向（執行役員） 

星野  守 中東・中央アジア統括補佐(中東)(兼)中東・中央アジア統括事務所長 

倉垣 孝雄 いすゞ事業本部長(兼)欧阿中東・米豪部長 

近藤 信一 システム総括部長 

鍾  維永 台湾三菱商事会社社長 

秋元 諭宏 グローバル渉外部長       
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氏 名 新役職名 

小川 広通 生活産業グループ CEO オフィス室長 

木崎  博 地球環境・インフラ事業グループ管理部長 

松本 雄一 炭素･LPG 事業本部長 

古澤  実 ロシア三菱商事会社社長(兼)欧州・アフリカ統括補佐（ロシア・ウクライナ） 

矢田部陽一郎 三菱自動車工業㈱出向 

津留崎 真 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

依田 智樹 機械グループ CEO オフィス（人事担当） 

渡邊 冬樹 三菱商事プラスチック㈱出向 

垣原 弘道 IT サービス事業本部長 

大山 昌弘 ㈱ローソン出向（常務執行役員） 

織田  毅 三菱商事（中国）商業有限公司 

永森 久善 関西支社 副支社長(兼)電力プラント部長 

天野 善夫 マニラ支店長 

 

 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 

 

  氏  名 ： 白 木 清 司 （しらき せいじ） 

 

  生年月日 ： １９５１年 ９月 ３日生（６２才） 

 

  学  歴 ： １９７４年 ３月 慶応義塾大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９７４年 ４月 三菱商事株式会社入社（非鉄金属第三部） 

 １９７８年１２月 重機部 

 １９８９年１０月 独国三菱商事会社（デュッセルドルフ） 

 １９９６年１１月 機械担当役員付 

 １９９８年 ９月 重機部 

 ２００１年 ６月 プラントプロジェクト本部 

重機ユニットマネージャー 

 ２００３年 ４月 プラントプロジェクト本部 

重機ユニットマネージャー 

（兼）プロジェクト開発ユニットマネージャー 

 ２００４年１０月 プラントプロジェクト本部 

重機ユニットマネージャー 

 ２００６年 ４月 執行役員就任、 

プラント・産業機械事業本部長 

 ２００９年１０月  プラント・産業機械事業本部長 

 ２０１０年  ４月  常務執行役員昇役、機械グループ COO 

 ２０１１年  ４月  中南米統括 

 以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 大 河 一 司 （おおかわ かずし） 

 

  生年月日 ： １９５６年５月１２日生（５７才） 

 

  学  歴 ： １９８０年 ３月 慶応義塾大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８０年 ４月 三菱商事株式会社入社（輸送通信機器部） 

１９８２年 ７月 重機部 

１９９４年１２月 米国三菱商事会社本店（ピッツバーグ） 

１９９７年 ８月 米国三菱商事会社本店（ニューヨーク） 

２００１年 ５月 プラントプロジェクト本部 重機ユニット 

２００３年 ４月 プラントプロジェクト本部 

重機プロジェクトソリューションユニットマネージャー 

２００４年 ４月 プラントプロジェクト本部 重機ユニット 

２００４年１１月 経営企画部 

２００７年 ９月 プラント・産業機械事業本部付 

２００８年 ６月 千代田化工建設株式会社出向 

２０１０年 ４月 執行役員就任、 

インフラプロジェクト本部長 

２０１２年 ４月 プラント・エンジニアリング事業本部長 

２０１３年 ４月 機械グループ CEO 補佐 

２０１３年 ９月 船舶・宇宙航空事業本部長 

 

以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 廣 田 康 人 （ひろた やすひと） 

 

  生年月日 ： １９５６年１１月５日生（５７才） 

 

  学  歴 ： １９８０年 ３月 早稲田大学政治経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８０年 ４月 三菱商事株式会社入社（人事第一部） 

 １９８９年 ５月 欧阿三菱商事会社（ロンドン） 

１９９５年 ５月 社長室会事務局 

１９９７年 １月 広報部 

２００１年 ４月 広報部長 

２００６年 ４月 総務部長 

２０１０年 ４月 執行役員就任 

２０１１年 ４月 コーポレート担当役員補佐（広報、環境・CSR、 

 法務・コンプライアンス、事業投資担当） 

 (兼)総務部長 

２０１２年 ４月 コーポレート担当役員補佐 

 （広報、法務、事業投資担当） 

 (兼)総務部長 

 (兼)環境・CSR 推進部長 

２０１３年 ４月 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 

 

 

以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 平 野  肇 （ひらの はじめ） 

 

  生年月日 ： １９５５年１１月１６日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９７９年 ３月 神戸大学経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９７９年 ４月 三菱商事株式会社入社（石油製品部） 

１９８６年 ４月 シンガポール支店 

１９８９年 ６月 Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd.出向 

１９９０年 ２月 石油製品部 

１９９３年 １月 電力燃料部 

１９９７年１２月 ジャカルタ駐在事務所 

２００１年 １月 電力燃料部 

２００１年 ４月 石油事業本部 電力燃料ユニット 

２００３年 ４月 石油事業本部 電力燃料ユニットマネージャー 

２００７年 ４月 石油事業本部 国内石油事業ユニットマネージャー 

２００８年１１月 三菱商事石油株式会社出向（取締役 常務執行役員） 

２０１０年 ４月 執行役員就任、 

 石油事業本部長 

２０１３年 ４月 天然ガス事業本部 副本部長 

 

以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 佐 久 間   浩 （さくま ひろし） 

 

  生年月日 ： １９５６年 ６月２日生（５７才） 

 

  学  歴 ： １９８０年 ３月 東京大学工学部（舶用機械工学科）卒業 

 

  略  歴 ： １９８０年 ４月 三菱商事株式会社入社（原動機輸出部） 

１９８２年１１月 原動機輸出部（アルジュベール） 

１９８４年 １月 アル・コバル駐在事務所 

１９８７年  １月 重電機第三部  

１９９２年１２月 電機・交通事業開発部 

１９９４年  ２月 DIAMOND ENERGY,INC 出向 （ヒューストン、 

                  95 年 12 月～ロスアンゼルス） 

１９９７年１２月 電力事業開発部 

２００２年１２月 DIAMOND GENERATING CORPORATION 出向 

                  （Executive Vice President、04 年 5 月～President） 

                   (ロスアンゼルス） 

２００７年  ４月 重電機本部 海外電力事業ユニットマネージャー 

２０１０年  ４月 新エネルギー・電力事業本部 副本部長 

 (兼)海外電力事業ユニットマネージャー 

２０１１年  ４月 執行役員就任 

２０１２年  ４月 新エネルギー・電力事業本部長 

 

以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 森   和 之 （もり かずゆき） 

 

  生年月日 ： １９５５年２月２２日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９７７年 ３月 慶応義塾大学商学部卒業 

 

  略  歴 ： １９７７年 ４月 三菱商事株式会社入社（石油販売第二部） 

 １９７９年１１月 ガス部 

 １９８７年１２月 仏国三菱商事会社（パリ） 

 １９９２年１２月 LNG 事業開発室 

 １９９４年１０月 LNG 事業第一部 

 １９９８年 ３月 豪州 LNG 部 

 ２０００年 ４月 豪州 LNG 部長 

 ２００１年 ４月 天然ガス事業本部 

  オーストラリア事業ユニットマネージャー 

 ２００３年１０月 天然ガス事業本部  

  サハリン事業ユニットマネージャー 

 (２００７年９月～１０月 Harvard Business School AMP 派遣) 

 ２００８年 ４月 天然ガス事業第二本部 

  新規プロジェクト開発ユニットマネージャー 

 ２００９年 ４月 天然ガス事業第一本部長 

 ２０１０年 ４月 理事就任 

 ２０１３年 ４月 常務執行役員就任、 

  天然ガス事業本部長 

  

 

以  上 



 

２０１４年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 

氏  名 ： 鍋 島 英 幸 （なべしま ひでゆき） 

  生年月日 ： １９５０年１月２２日生（６３才） 

  学  歴 ： １９７２年 ３月 早稲田大学商学部 卒業 

  略  歴 ： １９７２年 ４月 三菱商事株式会社入社（情報開発室） 

１９７８年１１月 自動車部 

１９８２年 ２月 ナイジェリア三菱商事会社（ラゴス） 

１９８３年１０月 自動車第二部 

１９８４年１２月 自動車第一部 

１９８５年 ３月 Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.出向（バンコック）  

１９９２年 ２月 自動車第四部 

１９９５年１０月 機械担当役員付 

１９９７年 １月 社長室会事務局 

１９９９年 ５月 自動車第五部長 

１９９９年１０月 自動車第四部長 

２００１年 ４月 機械グループ CEO オフィス 

２００３年 ４月 機械グループ CEO オフィス室長 

２００４年 ３月 経営企画部長 

２００４年 ４月 執行役員就任 

２００７年 ４月 常務執行役員昇役、機械グループ CO-CEO 

２００７年 ６月 取締役（兼）常務執行役員就任 

２００８年 ６月 常務執行役員、機械グループ CO-CEO 

２０１０年 ４月 副社長執行役員就任、 

 ビジネスサービス部門 CEO、 

 コーポレート担当役員（広報）、 

 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、 

 環境・CSR 担当 

２０１０年 ６月 取締役（兼）副社長執行役員就任 

２０１１年 ４月 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 

２０１１年 ７月 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 



 

２０１２年 ４月 コーポレート担当役員（広報、総務、法務、人事） 

 (兼)ビジネスサービス部門 CEO、 

 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 

２０１３年 ４月 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 

 

以  上 
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