
取締役

取締役、監査役及び執行役員
2011年7月1日現在

代表取締役
小林 洋一
社長補佐（金属・エネルギーカンパニー／ 
機械・情報カンパニー 管掌）

 1973年 伊藤忠商事㈱入社
 2011年 取締役 副社長執行役員

代表取締役
髙柳 浩二
CSO（兼）業務部長

 1975年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 常務執行役員

代表取締役
岡田 賢二
特定業務担当役員（建設・不動産部門担当）
（兼）特定業務担当役員（金融・保険事業部
／物流統括部担当）

 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 常務執行役員

代表取締役
赤松 良夫
CAO・CCO

 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 専務執行役員

代表取締役
青木 芳久
食料カンパニー プレジデント

 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 専務執行役員

代表取締役
関 忠行
CFO

 1973年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 専務執行役員

代表取締役社長
岡藤 正広
 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役社長

取締役会長
小林 栄三
 1972年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役会長
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※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役

代表取締役
中村 一郎
金属・エネルギーカンパニー プレジデント

 1979年 伊藤忠商事㈱入社
 2011年 取締役 常務執行役員

代表取締役
松島 泰
機械・情報カンパニー プレジデント

 1979年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 常務執行役員

代表取締役
菊地 哲
生活資材・化学品カンパニー プレジデント

 1976年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 常務執行役員

代表取締役
岡本 均
繊維カンパニー プレジデント

 1980年 伊藤忠商事㈱入社
 2010年 取締役 常務執行役員

取締役※

川本 裕子
 1982年 4月 ㈱東京銀行入行
 1988年 9月  マッキンゼー・アンド・

カンパニー東京支社入社
 2004年 4月  早稲田大学大学院

 ファイナンス研究科教授
 （現任）

2011年 6月 現職に就任

（重要な兼職の状況）
㈱大阪証券取引所 社外取締役
マネックスグループ㈱ 社外取締役
ヤマハ発動機㈱ 社外取締役
東京海上ホールディングス㈱ 社外監査役

取締役※

杉本 和行
 1974年 4月 大蔵省入省
 1997年 7月 同省主計局法規課長
 1998年 7月 同省大臣官房調査企画課長
 2000年 4月 内閣総理大臣秘書官事務取扱
 2001年 1月 内閣総理大臣秘書官
 2001年 4月 財務省主計局次長
 2005年 7月 同省大臣官房総括審議官
 2006年 7月 同省大臣官房長
 2007年 7月 同省主計局長
 2008年 7月 財務事務次官
 2009年 7月 財務省退官、同省顧問
 2010年 1月 東京大学公共政策大学院教授
 2010年 5月 みずほ総合研究所 顧問
 2011年 3月 弁護士登録（現任）
 2011年 4月  みずほ総合研究所 理事長

（現任）
    TMI総合法律事務所 

  客員弁護士（現任）
2011年 6月 現職に就任
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1 2

監査役

常勤監査役
米家 正三
 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2005年 執行役員
 2008年 常勤監査役

前田 一年
 1974年 伊藤忠商事㈱入社
 2007年 常務執行役員
 2011年 常勤監査役

監査役
林 良造※
 1970年 4月 通商産業省入省
 1988年 6月  同省機械情報産業局情報処理振興課長
 1996年 8月 同省資源エネルギー庁石油部長
 1998年 6月 同省機械情報産業局次長
 2000年 6月 同省生活産業局長
 2001年 1月 経済産業省大臣官房長
 2002年 7月 同省経済産業政策局長
 2003年 7月 同省退官
 2003年 8月  独立行政法人経済産業研究所

 　コンサルティングフェロー（現任）
   財団法人産業研究所顧問
   日本生命保険相互会社特別顧問
2004年 6月 帝人㈱社外監査役（現任）
 2004年 9月 ㈱ＮＴＴデータ経営研究所顧問（現任）
 2005年 4月 東京大学公共政策大学院教授
 2009年 6月 現職に就任
2011年 4月 明治大学研究推進部特任教授（現任）
   東京大学公共政策大学院特任教授（現任）

1

2

3

4

5

鳥居 敬司※
 1971年 4月 ㈱第一銀行入行
 1999年 4月 ㈱第一勧業銀行
   米州支配人（兼）ニューヨーク支店長
         （兼）ケイマン支店長
 1999年 6月 同行取締役
 2000年 5月 同行常務取締役
 2002年 4月 ㈱みずほコーポレート銀行
   　常務執行役員
   市場・ALMビジネスユニット統括役員
 2004年 4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ
   　副社長執行役員
   IT・システム・事務グループ長
 2004年 6月 同社取締役副社長
 2005年 6月 同社退任
   みずほ情報総研㈱取締役副社長
 2009年 6月 同社取締役
   現職に就任

下條 正浩※
 1973年 4月 弁護士登録（現任）
   西村小松法律事務所
            （現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
 1982年 12月 米国カリフォルニア州弁護士資格取得
 2000年 6月 日立電線㈱社外監査役
 2003年 6月 日立電線㈱社外取締役（現任）
 2011年 6月 現職に就任

取締役、監査役及び執行役員

※会社法第2条第16号に定める社外監査役
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執行役員
社長
岡藤 正広
副社長執行役員
小林 洋一
社長補佐（金属・エネルギーカンパニー／機械・情
報カンパニー 管掌）

専務執行役員
赤松 良夫
CAO・CCO

桑山 信雄
社長補佐（関西担当）
1971年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 専務執行役員

青木 芳久
食料カンパニー プレジデント

関 忠行
CFO

常務執行役員
藤野 達夫
大洋州総支配人
（兼）伊藤忠豪州会社社長
2006年 伊藤忠商事㈱入社
2007年 常務執行役員

岡田 賢二
特定業務担当役員（建設・不動産部門担当）
（兼）特定業務担当役員（金融・保険事業部／物流統
括部担当）

髙柳 浩二
CSO（兼）業務部長

菊地 哲
生活資材・化学品カンパニー プレジデント

久米川 武士
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長
1974年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 常務執行役員

松本 吉晴
名古屋支社長
1975年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 常務執行役員

石丸 慎太郎
CIO（兼）特定業務担当役員補佐（金融・保険事業
部／物流統括部担当）
2006年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 常務執行役員

松島 泰
機械・情報カンパニー プレジデント

福田 祐士
生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ
バイス プレジデント
（兼）化学品部門長
1979年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 常務執行役員

北村 喜美男
経理部長
1975年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 常務執行役員

小関 秀一
東アジア総代表
（兼）伊藤忠 (中国 )集団有限公司董事長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司董事長
（兼）伊藤忠香港会社会長
（兼）BIC董事長
1979年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 常務執行役員

中村 一郎
金属・エネルギーカンパニー プレジデント

吉田 朋史
生活資材部門長
1979年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 常務執行役員

佐々木 淳一
アセアン・南西アジア総支配人
（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）シンガポール支店長
1979年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 常務執行役員

岡本 均
繊維カンパニー プレジデント

玉野 邦彦
CFO補佐（兼）統合リスクマネジメント部長
1974年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 常務執行役員

米倉 英一
伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 常務執行役員

執行役員
今井 雅啓
プラント・船舶部門長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2008年 執行役員

笠川 信之
航空宇宙・産機システム部門長
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2008年 執行役員

木造 信之
建設・不動産部門長
1976年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 執行役員

須﨑 隆寛
情報通信部門長
1979年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 執行役員

三宅 幸宏
統合リスクマネジメント部長代行
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 執行役員

鷲巣 寛
金属部門長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2009年 執行役員

小林 文彦
人事・総務部長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 執行役員

中山 勇
食料カンパニー プレジデント補佐（兼）食糧部門長
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 執行役員

豊島 正德
エネルギー部門長
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 執行役員

吉田 多孝
自動車・建機部門長
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2010年 執行役員

山口 潔
伊藤忠インターナショナル会社 エグゼクティブ
バイス プレジデント
（兼）伊藤忠インターナショナル会社 繊維部門長
（兼）ITOCHU PROMINENT USA LLC 
(CHAIRMAN & CEO)

1980年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 執行役員

鈴木 英文
法務部長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 執行役員

高坂 正彦
開発・調査部長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 執行役員

大喜多 治年
新エネルギー・石炭部門長
1980年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 執行役員

久保 洋三
ファッションアパレル部門長
1981年 伊藤忠商事㈱入社
2011年 執行役員
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