
Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　8名

2013年4月1日付

氏名 新 現

安部 慎太郎 代表取締役専務執行役員 代表取締役常務執行役員

山内　卓
専務執行役員 アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株）社長

常務執行役員 アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）社長

石川 博紳
常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長
兼　欧州三井物産（株）社長
（在ロンドン）

執行役員 人事総務部長

久米 敦司 常務執行役員 次世代･機能推進本部長 執行役員 金融・新事業推進本部長

三箇山 秀之 常務執行役員 中部支社長 執行役員 中部支社長

金森　健 常務執行役員 プロジェクト本部長 執行役員 プロジェクト本部長

田中　聡
常務執行役員
コンシューマーサービス事業本部長

執行役員
コンシューマーサービス事業本部長

鈴木　愼
常務執行役員 南西アジア総代表
兼　インド三井物産（株）社長
（在ニューデリー）

執行役員 南西アジア総代表
兼　インド三井物産（株）社長
（在ニューデリー）



2)　新任執行役員　10名

2013年4月1日付

氏名 新 現

澤田 眞治郎

執行役員 駐中国総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長
兼 三井物産(上海)貿易有限公司董事長
兼 三井物産(広東)貿易有限公司董事長
(在北京)

理事 駐中国副総代表
兼 三井物産(上海)貿易有限公司董事・総経理
(在上海)

藤谷 泰之
執行役員 欧州・中東・アフリカ副本部長
兼 中東三井物産（株）社長
（在ドバイ）

欧州・中東・アフリカ副本部長
兼 中東三井物産（株）社長
（在ドバイ）

藤吉 泰晴 執行役員 食品事業本部長 食糧副本部長

森本　　卓 執行役員 化学品業務部長 機能化学品副本部長

北森 信明 執行役員 秘書室長 秘書室長

藤井 晋介
執行役員 ブラジル三井物産（株）社長
兼　米州本部長付
（在サンパウロ）

ブラジル三井物産（株）社長
兼 米州本部長付
(在サンパウロ)

佐藤　真吾 執行役員 人事総務部長 プロジェクト本部長補佐

小野　元生
執行役員 駐中国副総代表
兼 三井物産(上海)貿易有限公司董事・総経理
(在上海)

鉄鋼製品本部
エネルギー鋼材事業部長

竹部 幸夫 執行役員 金属資源本部長

エネルギー第二本部
エネルギー第二業務部長
兼 エネルギー第一本部
エネルギー第一業務部長

安永 竜夫 執行役員 機械･輸送システム本部長
経営企画部長
兼 韓国三井物産（株）理事
(在東京)

※2013年4月1日以降の組織体制については、別途発表資料ご参照願います。



3)　委嘱業務の変更　5名

2013年4月1日付

氏名 新 現

本坊 吉博 常務執行役員 事業統括部長 常務執行役員 事業管理部長

石川 博紳
常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長
兼　欧州三井物産（株）社長
（在ロンドン）

執行役員 人事総務部長

久米 敦司 常務執行役員 次世代･機能推進本部長 執行役員 金融・新事業推進本部長

相京 勝則 執行役員 関西支社副支社長
執行役員 物流本部長
兼 物流業務部長

高橋 康志
執行役員 豪州三井物産（株）社長
兼 ニュージーランド三井物産（株）会長
(在シドニー)

執行役員 金属資源本部長

4)　退任執行役員　7名

2013年3月31日付

氏名 新 現

瀬戸山 貴則 顧問（4月1日付）

専務執行役員　駐中国総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長

兼 三井物産(上海)貿易有限公司董事長

兼 三井物産(広東)貿易有限公司董事長

(在北京)

坂本 憲昭 退任
常務執行役員　欧州・中東・アフリカ本部長
兼 欧州三井物産（株）社長
(在ロンドン)

福永　尚 退任 常務執行役員 食品事業本部長

福地 和彦 退任 執行役員 九州支社長

※2013年4月1日以降の組織体制については、別途発表資料ご参照願います。



小林 一三 退任 執行役員 船舶・航空本部長

中山 立夫 退任 執行役員 自動車・建機事業本部長

秋川 健次 退任 執行役員 情報産業本部長

Ⅱ．　取締役人事

現体制通り

Ⅲ．　監査役人事

1)　重任監査役　1名

2013年6月21日株主総会付議予定

氏名 新 現

渡辺 裕泰 監査役（社外） 監査役（社外）

Ⅳ．　上記人事に伴う関連一般人事

2013年4月1日付

氏名 新 現

伊藤 洋一 理事 貿易・物流管理部長 ロジスティクスマネジメント部長

萩原 伸一 理事 鉄鋼製品副本部長 鉄鋼製品本部 鉄鋼製品業務部長

柴沼 隆之 理事 中国支社長 中国支社長

篠崎　真睦

理事 米州本部長補佐

兼 米国三井物産（株）

ワシントンD.C.事務所長

(在ワシントンD.C.)

米州本部長補佐
兼 米国三井物産（株）

ワシントンD.C.事務所長

(在ワシントンD.C.)

向井 義明 理事 チリー三井物産（有）社長 経営企画部海外室長



氏名 新 現

堀　　健一 経営企画部長 IR部長

佐藤 秀之 東北支社長
自動車・建機事業本部
自動車・建機業務部長

小島 俊二 九州支社長
欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

瀧澤 佳樹
欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

金属資源本部
(在大阪)

得田 儀生 金属業務部長
出向[三井物産スチール（株）取締役]
(鉄鋼製品本部 鉄鋼製品業務部)
(在東京)

八木 浩道 機械･インフラ業務部長
船舶・航空本部
船舶海外事業部長

剱　　弘幸 エネルギー業務部長
エネルギー第二本部
モザンビーク事業部長

羽鳥　　信 食糧･食品事業業務部長
食糧本部
食糧業務部長

西村　　至 理事 コンシューマーサービス業務部長
理事 欧州・中東・アフリカ副本部長

兼 CAO 兼 CCO

植田　　勲 次世代･機能推進業務部長

アジア・大洋州本部CAO
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP
(在シンガポール)

塩谷 公朗 フィナンシャルマネジメント第一部長 セグメント経理部長

梅原 一真 フィナンシャルマネジメント第二部長

米州本部CFO
兼 米国三井物産（株）SVP 兼 CFO
(在ニューヨーク)



氏名 新 現

森 光次郎 フィナンシャルマネジメント第三部長 市場リスク統括部長

益本 広史 リスクマネジメント部長 信用リスク統括部長

野瀬 道広 IR部長

出向[Mitsui Rail Capital,LLC
エグゼクティブディレクター]
(プロジェクト本部 交通プロジェクト部)
(在シカゴ)

今川　　毅

米州本部CFO
兼 米国三井物産（株）SVP 兼 CFO
(在ニューヨーク)

経営企画部
ポートフォリオ管理室長

以上


	sheet

