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2009 年度役員人事及び組織改編の件 

 

 

 当社は、役員人事及び組織改編について以下のとおり決議いたしましたのでお知らせします。 

 

 

Ⅰ．2009 年度 役員人事の件 

 

１． 取締役の退任（３月 31 日付） 

２． 執行役員の退任（３月 31 日付） 

３． 取締役の昇格（４月１日付） 

４． 執行役員の新任（４月１日付） 

５． 執行役員の昇格（４月１日付） 

６． 執行役員の再任（４月１日付） 

７． 取締役・執行役員の役割異動（４月１日付） 

８． 審議役の新任（４月１日付） 

９． 取締役の新任候補（６月株主総会日付） 

１０．取締役の再任候補（６月株主総会日付） 

  １１．取締役の退任（６月株主総会日付） 

 

Ⅱ．組織改編 

 

 

以 上 



１.取締役の退任 １名（３月３１日付）

※　３月３１日付で代表取締役を退任。

２.執行役員の退任 ３名（３月３１日付）

３.取締役の昇格 １名（４月１日付）

４.執行役員の新任 ７名(４月１日付）

５.執行役員の昇格 ６名（４月１日付）

田中　茂治 理事 常務取締役

現

エネルギートレード部門長

須﨑　隆寛

木造　信之

２００９年３月５日

伊藤忠商事株式会社

Ⅰ．２００９年度　役員人事の件

現役割

氏名 新(４月１日付） 現

髙取　成光 顧問 執行役員

氏名

執行役員

玉野　邦彦

常務執行役員

常務執行役員

三宅　幸宏

鷲巣　寛

高木　正信

米倉　英一

松島　泰 常務執行役員

福田　祐士 常務執行役員 執行役員

久米川　武士

執行役員

松本　吉晴 常務執行役員 執行役員

石丸　慎太郎 常務執行役員

取締役副社長

執行役員

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社執行役員

建設･不動産部門長

新

執行役員

金属資源・石炭部門長代行

大林　稔男

氏名

執行役員

伊藤忠インターナショナル会社CAO
(兼)伊藤忠インターナショナル会社経営企画部長

現

髙田　和昭 顧問 執行役員

加藤　裕 顧問

氏名 新(４月１日付）

氏名 新 現

岡藤　正広 専務取締役

業務部長

事業部長



６．執行役員の再任 ２８名（４月１日付）

７.取締役・執行役員の役割異動　 ８名（４月１日付）

８.審議役の新任 １名（４月１日付）

氏名 新 現

渡邉　康平
（取締役副社長）

野村　徹
（常務執行役員）

青木　芳久
（常務執行役員） 食料カンパニープレジデント

横田　昭
（取締役副社長） 社長補佐

髙柳　浩二
（常務取締役）

社長補佐　経営管理管掌
(兼)人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフコンプライアンスオフィサー

経営企画担当役員
(兼)チーフインフォメーションオフィサー

生活資材・化学品カンパニープレジデント

社長補佐　営業分掌役員
(兼)国内支社・支店管掌

生活資材・化学品カンパニープレジデント

社長補佐　経営管理担当役員
(兼)チーフフィナンシャルオフィサー
(兼)チーフコンプライアンスオフィサー

経営企画担当役員
(兼)チーフインフォメーションオフィサー

経営管理担当役員補佐
(兼)チーフフィナンシャルオフィサー補佐
(兼)財務部長

食料カンパニー
エグゼクティブバイスプレジデント
(兼)食品流通部門長

古田　貴信
（常務取締役） 開発担当役員（LINEs分掌） 機械カンパニープレジデント

菊地　哲
（常務取締役）

機械カンパニープレジデント

氏名 現役割

関　忠行
（常務執行役員）

財務・経理・リスクマネジメント担当役員
(兼)チーフフィナンシャルオフィサー

機械カンパニー
エグゼクティブバイスプレジデント
(兼)プラント・プロジェクト部門長

池田　修二
宇宙・情報・マルチメディアカンパニー
チーフフィナンシャルオフィサー

現在の執行役員３１名のうち、退任予定の髙田氏、髙取氏、加藤氏の３名を除く２８名全員を執行役員に
再任する。



９．取締役の新任候補 ３名（６月株主総会日付）

１０．取締役の再任候補 １１名（６月株主総会日付）

１１.取締役の退任 １名（６月株主総会日付）

／以　　上

青木　芳久 常務取締役 常務執行役員

常務執行役員

氏名

常務取締役

新 現

常務執行役員

顧問 取締役副社長横田　昭

新 現氏名

関　忠行 常務取締役

現在の取締役１３名のうち、退任予定の横田氏、田中氏２名を除く１１名全員を取締役の再任候補とする。

野村　徹



 

２００９年３月５日 

 

伊藤忠商事株式会社 

Ⅱ．組織改編 

（２００９年４月１日付） 

 

◆ 国内 

１．カンパニー・部門の改編 

 

機械カンパニー 

• 「プラント・プロジェクト部門」を「プラント・船舶部門」に改称する。 

• 「自動車部門」の一部と「産機ソリューション部門」の一部を統合し、「いすゞ・建機部門」とする。 

 

情報通信・航空電子カンパニー 

• 「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー」を「情報通信・航空電子カンパニー」に改称する。 

• 「航空宇宙・電子部門」と「産機ソリューション部門」（機械カンパニー）の一部を統合し、 

「航空宇宙・産機システム部門」とする。 

• 「情報産業部門」と「メディア事業部門」を統合し、「情報通信・メディア部門」とする。 

 

【改編前】      【改編後】 

 機械カンパニー                              機械カンパニー  

プラント・プロジェクト部門           プラント・船舶部門  

  自動車部門                      自動車部門  

  産機ソリューション部門           いすゞ・建機部門  

 

 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー                情報通信・航空電子カンパニー  

航空宇宙・電子部門           航空宇宙・産機システム部門  

情報産業部門                情報通信・メディア部門  

メディア事業部門          

 

 

金属・エネルギーカンパニー 

• 「金属資源・石炭部門」を「金属部門」に改称する。 

• 「エネルギートレード部門」と「エネルギー開発部門」を統合し、「エネルギー部門」とする。 

 

【改編前】      【改編後】 

 金属・エネルギーカンパニー                      金属・エネルギーカンパニー  

 金属資源・石炭部門           金属部門  

 エネルギートレード部門                エネルギー部門  

 エネルギー開発部門      

 

 

 



 

 

２．部門・部の改編 

 

機械カンパニー 

• 「いすゞビジネス部」と「建機・海外プロジェクト部」を「いすゞ・建機部門」へ移管する。 

 

情報通信・航空電子カンパニー 

• 「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部」を「情報通信・航空電子経営企画部」に、 

「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー事業統括部」を「情報通信・航空電子事業統括部」に改称する。 

• 「航空宇宙・産機システム部門」に「産機システム部」（機械カンパニー）を移管し、「産機・電子システム部」

とする。 

• 「ビジネスソリューション部」と「ネットワーク・コンテンツ部」を統合し「メディア・ネットビジネス部」とする。 

• 「モバイル＆ワイヤレス部」を「モバイルネットワークビジネス部」に改称する。 

 

【改編前】             【改編後】 

 機械カンパニー                            機械カンパニー  

自動車部門               自動車部門  

自動車第一部         自動車第一部 

自動車第二部        自動車第二部 

自動車事業推進部       自動車事業推進部 

いすゞビジネス部                         いすゞ・建機部門 

産機ソリューション部門                         いすゞビジネス部 

   建機・海外プロジェクト部         建機・海外プロジェクト部 

産機システム部 

 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー                情報通信・航空電子カンパニー  

   宇宙・情報・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｶﾝﾊﾟﾆｰ経営企画部            情報通信・航空電子経営企画部  

   宇宙・情報・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｶﾝﾊﾟﾆｰ事業統括部           情報通信・航空電子事業統括部 

航空宇宙・電子部門                     航空宇宙・産機システム部門  

   航空宇宙部                              航空宇宙部                        

   航空・電子システム部                      航空システム部 

産機・電子システム部 

    情報産業部門                              情報通信・メディア部門 

情報産業ビジネス部       情報産業ビジネス部 

ビジネスソリューション部       メディア・ネットビジネス部 

    メディア事業部門                              モバイルネットワークビジネス部 

ネットワーク・コンテンツ部                      

モバイル＆ワイヤレス部     

 

 

 



 

 

金属・エネルギーカンパニー  

直轄組織 

• 「新エネルギー部」を新設する。 

 

中国支社 

• 「金属・エネルギー部」を新設する。 

 

生活資材・化学品カンパニー  

 生活資材部門 

• 「森林資源・製品部」を「木材・建材部」と「紙パルプ部」に分割する。 

 

【改編前】         【改編後】 

生活資材部門              生活資材部門 

森林資源・製品部           木材・建材部 

                   紙パルプ部 

物資部          物資部  

 

食料カンパニー  

 直轄組織 

• 「食料経営企画部」の一部を分割し、「食料中国事業推進部」を新設する。 

 

【改編前】                      【改編後】 

 食料カンパニー                  食料カンパニー  

 食料経営企画部               食料経営企画部 

                       食料中国事業推進部  

     

  金融・不動産・保険・物流カンパニー  

 

 金融・保険部門 

• 「金融ソリューション推進部」を「金融企業投資部」に、「金融リーテイル推進部」を「金融事業推進部」 

  に改称する。 

• 「保険第一部」と「保険第二部」を統合し、「保険ビジネス営業部」とする。 

 

【改編前】              【改編後】 

金融・保険部門                  金融・保険部門 

金融ソリューション推進部                  金融企業投資部 

金融リーテイル推進部             金融事業推進部 

保険第一部            保険ビジネス営業部 

保険第二部 

 



 

 

 総本社  

   総本社 開発・営業 

• 「ライフケア事業推進部」に「ビジネスソリューション部」（宇宙・情報・マルチメディアカンパニー）の一部を 

統合する。 

• 「産機システム部」（機械カンパニー）の一部と「非鉄・金属原料部」（金属・エネルギーカンパニー）の一部

を統合し「ソーラー事業推進部」を新設する。 

 

 

【改編前】                 【改編後】 

    総本社 開発・営業                           総本社 開発・営業  

先端技術戦略室      先端技術戦略室 

開発戦略室           開発戦略室 

ライフケア事業推進部     ライフケア事業推進部 

 機械カンパニー                         ソーラー事業推進部 

産機システム部  

    宇宙・情報・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｶﾝﾊﾟﾆｰ                  

ビジネスソリューション部      

    金属・エネルギーカンパニー   

非鉄・金属原料部 

 

総本社 職能 

• 物流部門の一部の業務を総本社に移管し、「ＣＳＲ・コンプライアンス統括部」の一部の業務と合わせ、 

「貿易・物流統括部」を新設する。その他の「ＣＳＲ・コンプライアンス統括部」の業務を「総務部」、「法務部」

に移管する。 

  

【改編前】                    【改編後】 

 総本社 職能                               総本社 職能  

総務部          総務部 

ＣＳＲ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部     貿易・物流統括部   

 金融・不動産・保険・物流カンパニー                 法務部 

物流部門          金融・不動産・保険・物流カンパニー   

物流部門 

     

以 上 




