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各

位
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代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、平成 22 年 6 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動に
ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 異動の理由
経営体制の一層の強化を図るため。
2. 異動の内容（平成 22 年 6 月 25 日付）
【

新

】

【

現

】

【代表取締役になる者】
◇ 赤松

良夫

代表取締役専務執行役員

専務執行役員

◇ 松島

泰

代表取締役常務執行役員

常務執行役員

◇ 岡本

均

代表取締役常務執行役員

常務執行役員

尚、新任代表取締役の詳細につきましては、添付略歴をご参照願います。
以

上

履

歴

書

あかまつ
よしお
赤
松
良
夫
昭和２４年５月２日生

１．昭和４９年

３月

１．昭和４９年 ４月
１．昭和５１年 ４月
１．昭和５１年１０月
１．昭和５４年 ６月
１．昭和６３年１０月
１．平成 ２年 ４月
１．平成 ３年１０月
１．平成 ９年 ４月
１．平成１２年 ４月
１．平成１３年 ４月

１．平成１４年 ６月
１．平成１４年１０月

１．平成１５年

４月

１．平成１６年

４月

１．平成１６年

５月

１．平成１７年

４月

１．平成１７年

５月

１．平成１８年
１．平成１９年
１．平成２０年

４月
４月
４月

１．平成２２年

４月

１．平成２２年 ６月

学
歴
早稲田大学政治経済学部卒業
職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 デュバイ事務所
同社 アブダビ事務所
同社 化学プラント第一部化学プラント第二課
同社 重化工プロジェクト部重化工プロジェクト第三課
同社 化学プラント部化学プラント第二課長代行
同社 化学プラント部化学プラント第二課長
同社 化学プラント部長代行
同社 機械経営企画部長
同社 機械経営企画部長
（兼）機械カンパニー
チーフ インフォメーション オフィサー
同社 執行役員就任
同社 機械経営企画部長
（兼）機械カンパニー
チーフ インフォメーション オフィサー
（兼）コンプライアンス室
同社 アジア地域担当役員
（兼）中国グローバル戦略室長
同社 海外担当役員補佐（欧米担当）
（兼）中国グローバル戦略室長
伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ
（兼）伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ
（兼）伊藤忠カナダ会社社長
伊藤忠商事株式会社 常務執行役員就任
伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ）
（兼）伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ
（兼）伊藤忠カナダ会社社長
伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ）
（兼）伊藤忠カナダ会社社長
伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ）
伊藤忠商事株式会社 アジア総支配人
同社 アジア総支配人
（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）シンガポール支店長
（兼）アジア内部統制統括責任者
同社 専務執行役員就任
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
同社 取締役 専務執行役員就任

＜所有株式数＞ 17,105 株
以

上

履

歴

書

まつしま
とおる
松
島
泰
昭和３０年４月１６日生

学
歴
１．昭和５４年 ３月 東京外国語大学スペイン語学科卒業

１．昭和５４年 ４月
１．昭和５４年 ４月
１．昭和６２年 ７月
１．平成 ２年 ４月
１．平成 ４年 ７月
１．平成 ７年 ４月
１．平成 ７年１０月
１．平成 ８年 ７月
１．平成１２年 ４月
１．平成１５年 ４月

１．平成１８年 ４月
１．平成１８年 ６月
１．平成１８年 ６月
１．平成１９年１１月

１．平成２０年 ４月

１．平成２１年 ４月
１．平成２２年 ４月
１．平成２２年 ６月

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 自動車第一部自動車第二課
同社 パナマ支店（パナマ駐在）
伊藤忠中南米会社出向（パナマ駐在）
伊藤忠商事株式会社 自動車第二部自動車第六課
同社 自動車第二部自動車第六課長代行
同社 自動車第二部自動車第八課長代行
同社 自動車第二部自動車第八課長
同社 自動車第二部長代行
（兼）自動車第二部中南米課長
同社 機械経営企画部長
（兼）機械カンパニーチーフ インフォメーション オフィサー
（兼）コンプライアンス室
同社 自動車部門長
同社 自動車部門長
（兼）自動車部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者
同社 執行役員就任
同社 自動車部門長
（兼）自動車部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者
（兼）自動車部門内部統制プロジェクト改善責任者
同社 自動車部門長
（兼）自動車部門内部統制統括責任者
（兼）自動車部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者
同社 常務執行役員就任
機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
同社 機械カンパニー プレジデント
同社 取締役 常務執行役員就任

＜所有株式数＞ 20,050 株
以 上

履

歴

書

おかもと
ひとし
岡
本
均
昭和３１年６月１４日生

１．昭和５５年 ３月

１．昭和５５年
１．昭和５５年
１．昭和５７年
１．平成 ８年
１．平成１０年
１．平成１２年
１．平成１３年
１．平成１５年
１．平成１７年
１．平成１９年

４月
４月
２月
４月
４月
４月
４月
４月
４月
４月

１．平成２０年 ４月

１．平成２２年 ４月
１．平成２２年 ６月

学
早稲田大学法学部卒業

歴

職
歴
伊藤忠商事株式会社入社
同社 特需部受渡チーム
同社 特需部ユニホーム課
同社 ユニフォ－ム・製品部ユニフォ－ム・製品第三課長代行
天津華達出向（総経理（董事）
）
（天津駐在）
伊藤忠商事株式会社
機能衣料事業部ユニフォーム・製品第三課長
同社 機能衣料・テキスタイル事業部（東京）ユニフォーム・製品課長
同社 ファッションアパレル事業部機能衣料課長
同社 ファッションアパレル第一部長
同社 ファッションアパレル部門長代行
(兼)ファッションアパレル第一部長
同社 執行役員就任
ファッションアパレル部門長
(兼)ファッションアパレル部門内部統制統括責任者
(兼)ファッションアパレル部門 ITOCHU DNA プロジェクト責任者
同社 常務執行役員就任
繊維カンパニー プレジデント
同社 取締役 常務執行役員就任

＜所有株式数＞ 22,000 株
以 上

