
 
2016 年 1 月 21 日 

各  位 

会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

代表者名 取締役社長 岡藤 正広

(コード番号 8001 東証第一部)

問合せ先 IR 室長  中島 聡

( T E L . 0 3 - 3 4 9 7 - 7 2 9 5 )

 

取締役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り取締役の異動について決議致しましたので、お

知らせ致します。 

 

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（※1は代表取締役、※2は社外取締役） 

【 新 】         【 現 】 

【取締役でなくなる者】 

（平成 28 年 3 月 31 日付） 

◇吉田 朋史     専務執行役員         取締役 専務執行役員（※1） 

◇塩見 崇夫     理事             取締役 専務執行役員（※1） 

◇福田 祐士     専務執行役員         取締役 専務執行役員（※1） 

（6月定時株主総会日付） 

◇小林 栄三     会長             取締役会長 

 

【取締役になる者】 

（6月定時株主総会日付） 

◇今井 雅啓     取締役 専務執行役員（※1） 常務執行役員 

◇鈴木 善久     取締役 専務執行役員（※1） 株式会社ジャムコ 代表取締役社長 

◇吉田 多孝     取締役 常務執行役員（※1） 常務執行役員 

◇原田 恭行     取締役 常務執行役員（※1） 常務執行役員 

◇村木 厚子     取締役（※2）        前 厚生労働事務次官 

 

＜添付資料＞ 

  1．2016 年度役員人事 

1.役員の退任（3月 31 日付及び 6月定時株主総会日付） 

2.執行役員の新任（4月 1日付） 

3.執行役員の再任、昇格、役割異動（4月 1日付及び 5月 1日付） 

4.審議役の新任（4月 1日付） 

5.顧問の異動（4月 1日付） 

6.取締役の新任候補（6月定時株主総会日付） 

7.監査役の辞任（3月 31 日付） 

8.監査役の新任候補（6月定時株主総会日付） 

9.監査役の再任候補（6月定時株主総会日付） 

*新任執行役員、新任代表取締役候補、新任監査役候補 略歴 

*役員一覧表（4月 1日及び 6月定時株主総会時点） 

  2．コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた 2016 年度の施策について 

3．主管者人事 

 

以 上 



１．役員の退任 ７名（３月３１日付）

１名（６月定時株主総会日付）

２．執行役員の新任 ７名(４月１日付）

秘書部長
（兼）秘書部コンプライアンス責任者

自動車部門長

執行役員
土橋　晃 住生活・情報カンパニーCFO

顧問 常務執行役員

現役割氏名

（株）エドウイン 代表取締役会長

（株）ジャムコ 代表取締役社長

勝　厚

宮﨑　勉

理事

理事

執行役員

執行役員

専務執行役員
鈴木　善久

常務執行役員
久保　洋三

履歴書添付

2016年1月21日

伊藤忠商事株式会社

1．　２０１６年度役員人事

氏名 新（４月１日付） 現

中村　一郎 顧問 専務執行役員

佐々木　淳一 理事 常務執行役員

執行役員
岡　広史

木造　信之 理事

執行役員
大杉　雅人

執行役員
清水　源也

常務執行役員

中出　邦弘

塩見　崇夫 理事 取締役 専務執行役員

氏名 新（６月定時株主総会日付） 現

小林　栄三 会長 取締役　会長

執行役員
今井　重利 金属・鉱物資源部門長代行

ITOCHU Textile Prominent （Asia） Ltd．（MANAGING DIRECTOR）
（兼）中国繊維グループ長
（兼）伊藤忠繊維貿易（中国）有限公司董事長



３．執行役員の再任（２９名）、昇格(６名）、役割異動（２２名）　　（４月１日付） *昇格役員

久保　勲
*

常務執行役員
監査部長
（兼）監査部コンプライアンス責任者

執行役員
監査部長
（兼）監査部コンプライアンス責任者

常務執行役員
社長補佐（関西担当）

執行役員
機械カンパニー プレジデント補佐

専務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

鈴木　善久
専務執行役員
情報・金融カンパニー プレジデント （株）ジャムコ　代表取締役社長

小関　秀一
*

米倉　英一
*

今井　雅啓
*

専務執行役員
繊維カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

岡本　均
専務執行役員
CSO・CIO

専務執行役員
CSO

福田　祐士

氏名 新

鉢村　剛
常務執行役員
CFO

常務執行役員
住生活カンパニー プレジデント

常務執行役員
機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

深野　弘行
*

常務執行役員
CFO
（兼）財務部長

現

専務執行役員
アジア・大洋州総支配人
（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）CP・CITIC管掌

専務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

吉田　朋史
専務執行役員
伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）

専務執行役員
住生活・情報カンパニー プレジデント

常務執行役員
CAO
（兼）人事・総務部長

原田　恭行

吉田　多孝
常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

小林　文彦
常務執行役員
CAO

常務執行役員
繊維カンパニー プレジデント
（兼）ブランドマーケティング第二部門長

専務執行役員
金属カンパニー プレジデント

常務執行役員
金属カンパニー プレジデント

常務執行役員
伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）

都梅　博之
*

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）アフリカ総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

執行役員
アフリカ総支配人
（兼）ヨハネスブルグ支店長
（兼）伊藤忠コートジボワール会社社長
（兼）伊藤忠ナイジェリア会社社長
（兼）アフリカ コンプライアンス責任者

上田　明裕

常務執行役員
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）BIC董事長

常務執行役員
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

久保　洋三
常務執行役員
食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント （株）エドウイン 代表取締役会長

岡田　明彦
執行役員
鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長

執行役員
金属・鉱物資源部門長

石井　敬太

執行役員
エネルギー・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

執行役員
化学品部門長



４．審議役の新任 ２名（４月１日付）

５．顧問の異動 １名（４月１日付）

執行役員
伊藤忠香港会社会長
（兼）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

氏名 現役割

中西　英雄

氏名

（株）ジャヴァホールディングス 代表取締役社長

氏名 新 現

小林　洋一 副会長 顧問

新 現

執行役員
ファッションアパレル第二部門長

執行役員
伊藤忠インターナショナル会社CFO

金属・鉱物資源部門長代行

関　鎮

今井　重利

執行役員
経理部長
（兼）経理部コンプライアンス責任者

執行役員
中南米総支配人
（兼）伊藤忠ブラジル会社社長
（兼）中南米コンプライアンス責任者

土橋　晃

執行役員
情報・金融カンパニーCFO
（兼）住生活カンパニーCFO 住生活・情報カンパニーCFO

新

執行役員
東アジア総代表補佐（華南担当）
（兼）アセアン・南西アジア総支配人補佐
（兼）伊藤忠香港会社社長

清水　源也

池添　洋一

諸藤　雅浩

執行役員
繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）ブランドマーケティング第一部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行
（兼）CP・CITIC戦略室コンプライアンス責任者

執行役員
ブランドマーケティング第一部門長
（兼）ブランドマーケティング第二部長

ITOCHU Textile Prominent （Asia） Ltd．
（MANAGING DIRECTOR）
（兼）中国繊維グループ長
（兼）伊藤忠繊維貿易（中国）有限公司董事長

氏名

４月１日付

土橋　晃
執行役員
情報・金融カンパニーCFO

執行役員
情報・金融カンパニーCFO
（兼）住生活カンパニーCFO

現在の執行役員３６名のうち、退任予定の７名（参照「１.役員の退任」）を除く２９名全員を、４月１日付で執行役員に再任する。

（５月１日付）

松本　茂伸

アセアン・南西アジア総支配人補佐
（インドシナ担当）
（兼）インドシナ支配人
（兼）伊藤忠タイ会社社長
（兼）伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長



６．取締役の新任候補 ５名（６月定時株主総会日付）

７．監査役の辞任

８．監査役の新任候補 １名（６月定時株主総会日付）

９．監査役の再任候補 １名（６月定時株主総会日付）

伊藤忠フィナンシャルマネジメント（株）
代表取締役社長山口　潔　

村木　厚子 取締役（社外） 前　厚生労働事務次官

吉田　多孝
取締役 常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

常務執行役員
機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

   履歴書添付

氏名 新 現

  履歴書添付

赤松　良夫 常勤監査役 常勤監査役

氏名 新 現

原田　恭行
取締役 常務執行役員
住生活カンパニー プレジデント

常務執行役員
伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）

今井　雅啓
取締役 専務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

氏名 新 現

大喜多　治年 理事 常勤監査役

１名（３月３１日付）

氏名 新 現

常勤監査役

鈴木　善久
取締役 専務執行役員
情報・金融カンパニー プレジデント （株）ジャムコ 代表取締役社長



履   歴   書 

 

す ず き  よ し ひ さ  

鈴 木 善 久  

１９５５年６月２１日生  

 

学       歴 

１９７９年 ３月 東京大学工学部卒業 

 

職       歴 

１９７９年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９７９年 ４月 同社 航空機部航空機第二課 

１９８６年 ６月 同社 人事部・海外研修生（米国） 

１９８８年 ６月 同社 宇宙航空機部宇宙航空機第二課 

１９９３年１２月 伊藤忠インターナショナル会社（ＩＡＡ）出向（ロスアンゼルス駐在） 

１９９７年 ７月 伊藤忠商事株式会社 航空宇宙事業部航空機・航空宇宙システム課長 

１９９８年 ４月 同社 秘書部 

２０００年 ４月 同社 航空宇宙部長 

２００２年 ４月 同社 宇宙・情報・マルチメディア経営企画部長 

  
（兼)宇宙・情報・マルチメディアカンパニー   

チーフ インフォメーション オフィサー 

２００３年 ４月 同社 航空宇宙・電子部門長 

２００３年 ６月 同社 執行役員就任 

２００６年 ４月 同社 常務執行役員就任 

 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ＣＡＯ 

 （兼)伊藤忠カナダ会社社長 

２００７年 ４月 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 

２０１１年 ３月 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員退任 

２０１１年 ４月 同社 顧問就任 

２０１１年 ６月 株式会社ジャムコ 代表取締役副社長就任 

２０１２年 ６月 同社 代表取締役社長就任 

 

＜所有株式数＞ 16,484株 

 

 

以 上 



履   歴   書 

 

く ぼ  よ う ぞ う  

久 保 洋 三  

１９５８年１１月２３日生  

 

学       歴 

１９８１年 ３月 関西学院大学商学部卒業 

 

職       歴 

１９８１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８１年 ４月 同社 紳士衣料部物流管理課 

１９９８年 ４月 同社 アパレル第七部ジーンズ・カジュアル課長 

２００２年 ４月 同社 ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第一課長 

２００５年 ４月 同社 ブランドマーケティング第一部長 

２００７年 ４月 同社 ファッションアパレル第二部長 

２００８年 ４月 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 

２０１０年 ４月 同社 ファッションアパレル部門長 

２０１１年 ４月 同社 執行役員就任 

２０１２年１０月 同社 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼）ファッションアパレル部門長 

２０１４年 ４月 同社 常務執行役員就任 

２０１４年 ７月 株式会社エドウイン 代表取締役会長就任 

２０１５年 ３月 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員退任 

 

以 上 

 

 



履   歴   書 

 

お か  ひ ろ し  

岡  広 史  

１９６０年５月７日生  

 

学       歴 

１９８３年 ３月 神戸大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９８３年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８３年 ４月 同社 合繊長繊維部物流管理課 

１９８５年 ４月 シーアイ繊維原料サービス㈱出向 

１９８６年 ４月 伊藤忠商事株式会社 絹業部絹化合繊課 

１９９８年 ４月 同社 輸入繊維部輸入繊維第二課長代行 

２０００年１０月 同社 輸入繊維事業部輸入繊維第一課長 

２００１年１０月 同社 ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第一課長 

２００６年 ４月 同社 ブランドマーケティング第二部長代行 

  （兼)ブランドマーケティング第二部ブランドマーケティング第八課長 

２００７年 ４月 同社 欧州繊維グループ長(ミラノ駐在) 

  （兼)伊藤忠イタリー会社社長 

２０１０年 ４月 コンバースフットウェア㈱出向(代表取締役社長) 

２０１３年 ４月 伊藤忠商事株式会社 繊維経営企画部長 

２０１４年 ９月 同社 繊維経営企画部長 

  （兼)ＣＰ戦略室 

２０１５年 ４月 同社 秘書部長 

 

以 上 



履   歴   書 

 

い ま い  し げ と し  

今 井 重 利  

１９６０年５月２８日生  

 

学       歴 

１９８４年 ３月 一橋大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９８４年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８４年 ４月 同社 軽金属第一部軽金属地金第二課 

１９８６年１０月 同社 軽金属第一部軽金属地金第二課（ニューヨーク長期出張） 

１９８７年 ３月 同社 軽金属第一部軽金属地金第二課 

１９９１年 ４月 同社 非鉄金属部非鉄金属第一課 

１９９９年１０月 同社 非鉄軽金属原料部軽金属地金第二課長代行 

２０００年 ４月 同社 鉄鉱石部鉄鉱石第一課長代行 

２００４年 ３月 同社 金属資源部鉄鉱石第一課長 

２００５年 ４月 同社 金属資源部長代行 

  （兼)金属資源部鉄鉱石第一課長 

２００６年 ４月 伊藤忠豪州会社 パース事務所長(パース駐在) 

 （兼)ＩＭＥＡ(DIRECTOR) 

２００９年 ４月 伊藤忠商事株式会社 鉄鉱石・製鉄資源部長代行 

２０１１年 ４月 同社 鉄鉱石・製鉄資源部長 

２０１３年 ４月 同社 金属・鉱物資源部門長代行 

  （兼)鉄鉱石・製鉄資源部長 

２０１５年 ４月 同社 金属・鉱物資源部門長代行 

 

以 上 



履   歴   書 

 

し み ず  も と な り  

清 水 源 也  

１９６２年２月３日生  

 

学       歴 

１９８４年 ３月 関西学院大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８４年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８４年 ４月 同社 織物貿易第二部短繊維織物第一課 

１９８４年 ７月 シーアイ繊維貿易サービス㈱出向 

１９８５年１０月 伊藤忠商事株式会社 織物貿易第二部短繊維織物第二課 

１９８７年 ５月 同社 海外実務研修生(香港) 

１９８８年 ４月 伊藤忠香港会社(香港駐在） 

１９９２年１１月 伊藤忠商事株式会社 織物貿易第二部短繊維織物課 

１９９７年 ３月 同社 欧州繊維グループ(ミラノ駐在) 

  （兼)伊藤忠イタリー会社 

２００１年 ２月 同社 欧州繊維グループ(ロンドン駐在) 

  （兼)伊藤忠欧州会社 

２００５年 ４月 同社 テキスタイル・製品第一部シャツ・ジーンズ課長 

２００８年 ４月 同社 繊維原料・テキスタイル部長代行 

  （兼)繊維原料・テキスタイル部テキスタイル貿易・ジーンズ課長 

２００９年 ４月 同社 繊維原料・テキスタイル部長 

２０１１年 ４月 ＩＴＯＣＨＵ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｐｒｏｍｉｎｅｎｔ(Ａｓｉａ) Ｌｔｄ．出向 

(CEO & MANAGING DIRECTOR)(香港駐在) 

２０１５年 ７月 ＩＴＯＣＨＵ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｐｒｏｍｉｎｅｎｔ(Ａｓｉａ) Ｌｔｄ．出向 

(MANAGING DIRECTOR)(香港駐在) 

 （兼)中国繊維グループ長 

 （兼)伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司出向(董事長) 

 

以 上 



履   歴   書 

 

お お す ぎ  ま さ と  

大 杉 雅 人  

１９６２年１月４日生  

 

学       歴 

１９８５年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８５年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８５年 ４月 同社 自動車第四部自動車第十一課 

１９８８年 ９月 伊藤忠マシナリー㈱出向 

１９９４年 １月 伊藤忠商事株式会社 自動車第五部自動車第二十四課 

１９９６年 ３月 ＡＩＯＳ出向(イスタンブール駐在) 

２００２年 ７月 伊藤忠商事株式会社 自動車第一部アジア第二課長代行 

２００６年１０月 同社 いすゞビジネス部いすゞ第五課長代行 

２００７年 ３月 同社 いすゞビジネス部いすゞ第五課長 

２０１０年 １月 同社 建機・海外プロジェクト部長代行 

２０１０年 ４月 同社 建設機械部長代行 

２０１１年 ４月 同社 自動車・建機部門企画統括課長 

  (兼)自動車・建機部門ＩＴ推進チーム長 

２０１２年 ４月 同社 自動車第二部長 

２０１５年 ４月 同社 自動車部門長 

 

以 上 



履   歴   書 

 

つ ち は し  あ き ら  

土 橋  晃  

１９６２年９月１０日生  

 

学       歴 

１９８５年 ３月 一橋大学商学部卒業 

 

職       歴 

１９８５年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８５年 ４月 同社 財務第一部国際金融チーム 

１９８６年 ５月 同社 人事部・海外研修生(コロンビア） 

１９８７年１２月 同社 経理部海外経理課 

１９９１年 ５月 同社 基礎産業グループ管理部鉄鋼貿易管理チ－ム 

１９９２年１１月 伊藤忠ベネズエラ会社(カラカス駐在） 

１９９５年１２月 ＡＵＴＯ ＡＧＲＯ出向(カラカス駐在) 

１９９８年 ２月 伊藤忠商事株式会社 経理部税務室 

２０００年 ７月 伊藤忠シェアードマネジメントサービス㈱出向 

 （兼)経理部 

２００３年１１月 伊藤忠商事株式会社 機械経営管理部プラント・プロジェクトチーム長 

２００７年 ５月 同社 経理部税務室長 

２０１２年 ４月 同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当(上海駐在) 

  （兼)中国経営管理グループ長 

  （兼)上海伊藤忠商事有限公司 

２０１５年 ５月 同社 住生活・情報カンパニーＣＦＯ  

 

以 上 



履   歴   書 

 

い ま い  ま さ ひ ろ  

今 井 雅 啓  

１ ９ ５ ６ 年 ８ 月 １ ８ 日 生  

 

学       歴 

１９８０年 ３月 大阪外国語大学フランス語学科卒業 

 

職       歴 

１９８０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８０年 ４月 同社 化学プラント第一部受渡チーム 

  （兼)化学プラント第二部受渡チーム 

  （兼)中国化工プラント部受渡チ－ム 

１９８１年１０月 同社 化学プラント第二部化学プラント第三課 

１９８８年 ５月 同社 アルジェ事務所 

１９９２年１１月 同社 化学プラント部化学プラント第三課 

１９９８年 ４月 同社 化学プラント部化学プラント第二課長 

２０００年 ４月 同社 船舶・化学プラント部化学プラント第一室長 

２０００年１０月 同社 化学プラント部長代行 

  （兼)化学プラント部化学プラント第三室長 

２００４年 ４月 同社 化学プラント部長 

２００７年 ４月 同社 海外市場部長 

  （兼)海外市場部ビジネス開発室長 

２００８年 ４月 同社 執行役員就任 

２００８年１０月 同社 海外市場部長 

２００９年 ４月 同社 プラント・船舶部門長 

２０１２年 ４月 同社 常務執行役員就任 

  プラント・船舶・航空機部門長 

２０１３年 ４月 同社 欧州総支配人 
  （兼)伊藤忠欧州会社社長 

 

＜所有株式数＞ 11,000株 

 

以  上 



履   歴   書 

 

よ し だ  か ず た か  

吉 田 多 孝  

１ ９ ５ ８ 年 ５ 月 ７ 日 生  

 

学       歴 

１９８１年 ３月 上智大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８１年 ４月 同社 自動車第三部自動車第十一課 

１９８８年 ９月 伊藤忠マシナリー㈱出向 

１９９０年 ９月 伊藤忠アメリカ会社（デトロイト駐在） 

１９９２年１０月 伊藤忠インターナショナル会社（デトロイト駐在） 

１９９３年 １月 伊藤忠インターナショナル会社（機械部門）（デトロイト駐在） 

１９９４年 ９月 伊藤忠インターナショナル会社（機械部門）（サンフランシスコ駐在） 

１９９４年１２月 ＵＳＥ出向(サンタローザ駐在) 

１９９７年 １月 伊藤忠商事株式会社 ヨハネスブルグ支店 

１９９７年 ４月 ＩＡＡＦ出向(MANAGING DIRECTOR)(ヨハネスブルグ駐在) 

１９９９年 ５月 伊藤忠商事株式会社 自動車中近東・アフリカ部自動車第十四課長代行 

２０００年 ４月 同社 自動車第二部中近東アフリカ第一課長 

２００１年 ４月 同社 自動車第二部アフリカ課長 

２００４年 ４月 同社 自動車第二部長 

２００６年 ４月 同社 自動車第二部長 

  （兼)自動車業務戦略部長 

  （兼)自動車業務戦略部事業・開発チーム長 

２００６年１０月 同社 自動車事業推進部長 

２００８年 ４月 同社 自動車部門長代行 

  （兼)自動車事業推進部長 

２００９年 ４月 同社 いすゞ・建機部門長 

２０１０年 ４月 同社 執行役員就任 

  自動車・建機部門長 

２０１２年 ４月 同社 自動車・建機・産機部門長 

２０１３年 ４月 同社 常務執行役員就任 

２０１４年 ４月 同社 機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

  （兼)自動車・建機・産機部門長 

２０１５年 ４月 同社 機械カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 

 

＜所有株式数＞ 35,000株 

 

以 上 



履   歴   書 

 

は ら だ  や す ゆ き 

原 田 恭 行 

１９５９年１月１５日生 

 

学       歴 

１９８２年 ３月 京都大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８２年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８２年 ４月 同社 物資部ゴム原料課 

１９９０年 ６月 ＴＴＲ出向  (DIRECTOR & ASSISTANT GENERAL MANAGER)（ハジャイ駐在） 

１９９４年 ２月 伊藤忠商事株式会社 木材・紙パルプ・物資部門大阪物資チ－ム 

１９９６年 ９月 ＡＢＰ出向(PRESIDENT)(パレンバン駐在) 

１９９８年 ９月 伊藤忠商事株式会社 物産部門経営企画課 

(兼)生活産業経営企画部 

１９９８年１０月 同社 物産部門経営企画課長代行 

２０００年 ４月 同社 生活資材部門経営企画課長代行 

 (兼)生活資材・化学品経営企画部 

２０００年 ６月 同社 セラミックス・建材部事業マネージメントチーム 

２００１年１１月 伊藤忠ウインドウズ㈱出向(代表取締役社長) 

２００４年１１月 伊藤忠商事株式会社 物資部長代行 

(兼)物資部セメント資材課長 

２００７年 ４月 同社 ゴム・タイヤ部長 

２００８年 ４月 同社 物資部長 

２０１２年 ４月 同社 生活資材部門長代行 

 (兼)物資部長 

２０１３年 ４月 同社 執行役員就任 

２０１３年１０月 同社 生活資材部門長代行 
２０１４年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ） 

２０１５年 ４月 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員就任 

 

＜所有株式数＞ 60,700株 

 

以  上 



                               履   歴   書 

 

む ら き  あ つ こ 

村 木 厚 子 

１９５５年１２月２８日生 

 
 

                               学       歴 

１９７８年 ３月    高知大学文理学部卒業 
 

                               職       歴 

１９７８年 ４月    労働省(現厚生労働省)入省 
２００５年１０月    厚生労働省大臣官房政策評価審議官 
２００６年 ９月    同省大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭担当） 
２００８年 ７月    同省雇用均等・児童家庭局長 
２０１０年 ９月    内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 
２０１２年 ９月    厚生労働省社会・援護局長 
２０１３年 ７月    同省厚生労働事務次官 
２０１５年１０月    同省退官 
 

以 上 



履   歴   書 

 

や ま ぐ ち  き よ し  

山 口  潔  

１９５７年９月１０日生  
 

学       歴 

１９８０年 ３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８０年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８０年 ４月 同社 織物貿易第一部長繊維織物貿易第一課 

１９８４年 ９月 同社 ジェッダ事務所 

１９８６年 ４月 同社 リヤド事務所 

１９８７年１１月 ＰＲＯＭＩＮＥＮＴ出向（香港駐在） 

１９８９年１０月 伊藤忠商事株式会社 織物貿易第一部織物貿易第二課 

１９９２年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在） 

１９９８年 １月 

 

伊藤忠インターナショナル会社（ＰＲＯＭＩＮＥＮＴ ＵＳＡ ＩＮＣ．）出向 

(ニューヨーク駐在) 

１９９８年１０月 伊藤忠商事株式会社 輸入繊維部輸入繊維第四課長 

２０００年１０月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向（取締役） 

２００３年 １月 

 

伊藤忠商事株式会社 ブランドマーケティング事業部 

ブランドマーケティング第四課長 

２００３年 ４月 同社 欧州経営企画部長(ロンドン駐在) 

  （兼）伊藤忠欧州会社 

２００６年 ４月 同社 繊維経営企画部長 

２００８年 ４月 同社 秘書部長 

２０１０年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 繊維部門長(ニューヨーク駐在) 

 （兼）ＩＴＯＣＨＵ  ＰＲＯＭＩＮＥＮＴ ＵＳＡ ＬＬＣ出向(CHAIRMAN & CEO) 

２０１１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 執行役員就任 

 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) 

２０１２年 ４月 伊藤忠商事株式会社 秘書部長 

２０１３年 ３月 同社 執行役員退任 

２０１３年 ４月 同社 顧問就任 

２０１３年 ６月 伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社 代表取締役社長就任 

 

以  上 



2016年4月1日時点
取 10名　監 4名　執 36名

取締役 10名
役　位

* 小林　栄三           取締役会長 
* 岡藤　正広           取締役社長 
* 髙柳　浩二           取締役
* 岡本　均               取締役
* 小関　秀一           取締役
* 米倉　英一 取締役
* 小林　文彦   取締役
* 鉢村　剛 取締役

** 藤﨑　一郎 取締役
** 川北　力 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
赤松　良夫 常勤監査役

* 間島　進吾           監査役
* 望月　晴文 監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広           社長           -
髙柳　浩二           副社長執行役員 食料カンパニー プレジデント
吉田　朋史           専務執行役員   伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
岡本　均               専務執行役員   CSO・CIO
福田　祐士           専務執行役員    アジア・大洋州総支配人

（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）CP・CITIC管掌

小関　秀一           専務執行役員    繊維カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

米倉　英一 専務執行役員    金属カンパニー プレジデント
今井　雅啓           専務執行役員    エネルギー・化学品カンパニー プレジデント
鈴木　善久 専務執行役員    情報・金融カンパニー プレジデント
小林　文彦           常務執行役員 CAO
吉田　多孝           常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
鉢村　剛 常務執行役員 CFO
上田　明裕 常務執行役員 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）BIC董事長

原田　恭行 常務執行役員 住生活カンパニー プレジデント
久保　洋三 常務執行役員 食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
久保　勲 常務執行役員 監査部長
都梅　博之 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）アフリカ総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

深野　弘行 常務執行役員 社長補佐（関西担当）

役員一覧表

氏　名

監査役 4名
氏　名

執行役員36名
氏　名

1



役　位 役　割
池(茅野)　みつる 執行役員 法務部長
岡田　明彦 執行役員 鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
石井　敬太 執行役員 エネルギー・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
諸藤　雅浩 執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ブランドマーケティング第一部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行

川嶌　宏昭 執行役員 中部支社長
髙杉　豪 執行役員 食料カンパニープレジデント補佐

（兼）食糧部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行

池添　洋一 執行役員 伊藤忠香港会社会長
（兼）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

林　　 史郎 執行役員 ファッションアパレル第一部門長
佐藤　浩 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
関　　 鎮 執行役員 経理部長
髙田　知幸 執行役員 広報部長
安田　貴志 執行役員 エネルギー部門長
貝塚　寛雪 執行役員 業務部長
岡　　 広史 執行役員 秘書部長
今井　重利 執行役員 中南米総支配人

（兼）伊藤忠ブラジル会社社長
清水　源也 執行役員 ファッションアパレル第二部門長
大杉　雅人 執行役員 自動車部門長
土橋  晃 執行役員 情報・金融カンパニー CFO

（兼）住生活カンパニー CFO

以 上

氏　名
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2016年定時株主総会日付
取 14名　監 5名　執 36名

取締役 14名
役　位

* 岡藤　正広           取締役社長 
* 髙柳　浩二           取締役
* 岡本　均               取締役
* 小関　秀一           取締役
* 米倉　英一 取締役
* 今井　雅啓 取締役
* 鈴木　善久 取締役
* 小林　文彦   取締役
* 吉田　多孝 取締役
* 鉢村　剛 取締役
* 原田　恭行 取締役

** 藤﨑　一郎 取締役
** 川北　力 取締役
** 村木　厚子 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
赤松　良夫 常勤監査役
山口　潔           常勤監査役

* 間島　進吾           監査役
* 望月　晴文 監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広           社長           -
髙柳　浩二           副社長執行役員 食料カンパニー プレジデント
吉田　朋史           専務執行役員   伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
岡本　均               専務執行役員   CSO・CIO
福田　祐士           専務執行役員    アジア・大洋州総支配人

（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）CP・CITIC管掌

小関　秀一           専務執行役員    繊維カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

米倉　英一 専務執行役員    金属カンパニー プレジデント
今井　雅啓           専務執行役員    エネルギー・化学品カンパニー プレジデント
鈴木　善久 専務執行役員    情報・金融カンパニー プレジデント
小林　文彦           常務執行役員 CAO
吉田　多孝           常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
鉢村　剛 常務執行役員 CFO
上田　明裕 常務執行役員 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）BIC董事長

原田　恭行 常務執行役員 住生活カンパニー プレジデント
久保　洋三 常務執行役員 食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
久保　勲 常務執行役員 監査部長
都梅　博之 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）アフリカ総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

深野　弘行 常務執行役員 社長補佐（関西担当）

役員一覧表

氏　名

監査役 5名
氏　名

執行役員36名
氏　名

1



役　位 役　割
池(茅野)　みつる 執行役員 法務部長
岡田　明彦 執行役員 鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
石井　敬太 執行役員 エネルギー・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
諸藤　雅浩 執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ブランドマーケティング第一部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行

川嶌　宏昭 執行役員 中部支社長
髙杉　豪 執行役員 食料カンパニープレジデント補佐

（兼）食糧部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行

池添　洋一 執行役員 伊藤忠香港会社会長
（兼）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

林　　 史郎 執行役員 ファッションアパレル第一部門長
佐藤　浩 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
関　　 鎮 執行役員 経理部長
髙田　知幸 執行役員 広報部長
安田　貴志 執行役員 エネルギー部門長
貝塚　寛雪 執行役員 業務部長
岡　　 広史 執行役員 秘書部長
今井　重利 執行役員 中南米総支配人

（兼）伊藤忠ブラジル会社社長
清水　源也 執行役員 ファッションアパレル第二部門長
大杉　雅人 執行役員 自動車部門長
土橋  晃 執行役員 情報・金融カンパニー CFO

以 上

氏　名
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2.コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた 2016 年度の施策について 

 

 

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、従来より、複数の社外取締役の選任（2011

年度）や取締役会の任意諮問委員会としての指名委員会及びガバナンス・報酬委員会の設置（2015

年度）等の施策を実施してきました。コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化については取締

役会において継続的に議論を行っており、2016 年度においては以下の施策を実施することとなりま

したので、ご連絡します。 

 

1. 社外取締役の増員 

本日公表の 2016 年度役員人事に記載の通り、社外取締役を 1名増員し、3名体制とします。次

年度以降の取締役会の構成については、取締役会の実効性評価の結果も参考に、当社の取締役

会において更に検討を続けていきます。 

 

2. 指名委員会の機能強化 

 指名委員会の監督機能を強化するため、2016 年度より、委員長を社外取締役にすると共に、委

員の半数以上を社外役員とします。 

 

3. 社長の後継者計画の監督 

改組された指名委員会において、社長の後継者計画について、社長の方針も共有した上で、遂

行状況の監督を適切に行っていきます。 

 

4. 取締役会の実効性評価 

 定期的に取締役会の実効性評価を行い、その結果の概要を公表します。2015 年度につきまして

は、外部コンサルタントの助言を踏まえて実効性評価を実施し、その結果の概要を当社ホーム

ページ上等で公表する予定です。 

 

2016 年度におけるコーポレート・ガバナンス体制の強化施策の概要は上記の通りですが、当社は、

経営環境を踏まえた最適なコーポレート・ガバナンス体制を構築すべく、引き続き検討を続けてい

きます。



2016年1月21日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動

（新） （旧） 　

（ 2016年2月1日付 ）

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ

Vehicles Middle East FZCO いすゞビジネス第二部いすゞ第五課長 中島 一穂

（MANAGING DIRECTOR）

（ 2016年3月1日付 ）

ﾎｼｶﾜ ｶﾂﾋｺ

伊藤忠フランス会社社長 プラント・プロジェクト部 星川 勝彦

（ 2016年4月1日付 ）

ﾎｿﾐ  ｹﾝｽｹ

ブランドマーケティング第二部門長 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 細見 研介

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

コンプライアンス責任者

ﾂﾁﾊｼ ｼﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

金属資源部門長 石炭・原子燃料・ソーラー部門長 土橋 修三郎

ｵｵｸﾎﾞ ﾋｻﾄ

エネルギー・化学品経営企画部長 エネルギー部門長代行 大久保 尚登

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

(兼)エネルギー・化学品カンパニー

コンプライアンス責任者

ｱﾗｷ ﾐﾉﾙ

住生活経営企画部長 住生活・情報経営企画部長 荒木 稔

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 (兼)住生活・情報カンパニー

(兼)住生活カンパニー コンプライアンス責任者

コンプライアンス責任者

３.主管者人事

1



（新） （旧） 　

ﾏｷ 　ﾏｻﾄｼ

建設・物流部門長 建設・物流部門長代行 真木 正寿

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾖｼ

情報・金融経営企画部長 金融ビジネス部長 山口 忠宜

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

(兼)情報・金融カンパニー

コンプライアンス責任者

ﾜﾀﾅﾍﾞｲﾁﾛｳ

ＣＩＯ補佐 ＩＴ企画部長 渡辺 一郎

(兼)ＩＴ企画部長 (兼)ＩＴ企画部コンプライアンス責任者

(兼)ＩＴ企画部コンプライアンス責任者

ｶｷﾐ　ﾄｼﾕｷ

人事・総務部長 人事・総務部長代行 垣見 俊之

(兼)人事・総務部人事考査室長 (兼)人事・総務部企画統轄室長

(兼)人事・総務部コンプライアンス責任者 (兼)人事・総務部コンプライアンス責任者

ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ

財務部長 財務部長代行 伊藤 雅英

(兼)財務部コーポレートファイナンス室長 (兼)財務部コーポレートファイナンス室長

(兼)財務部コンプライアンス責任者 (兼)財務部コンプライアンス責任者

ｻﾜﾉｲ 　ﾏｺﾄ

北海道支社長 食品開発部長 沢野井 誠

(兼)北海道支社コンプライアンス責任者

ｱｷﾊﾞ ﾋﾛｼ

東北支社長 石炭・原子燃料・ソーラー部門長代行 秋葉 浩

(兼)東北支社コンプライアンス責任者

2



（新） （旧） 　

ｼﾝｸﾞｳ ﾀﾂｼ

北米ＣＡＯ 情報・通信部門長代行 新宮 達史

(兼)北米経営企画部長 (兼)住生活・情報経営企画部

(兼)伊藤忠カナダ会社社長 (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾄｼ

北米ＣＦＯ 北米財務部長 渡辺 聡

(兼)北米財務部長

ｵｵﾀﾆ ﾄｼｶｽﾞ

アフリカ総支配人代行 水産部長 大谷 俊一

(兼)ヨハネスブルグ支店長

(兼)伊藤忠ナイジェリア会社社長

(兼)アフリカコンプライアンス責任者

ｽﾀﾞ ﾘﾖｳﾍｲ

中近東総支配人 化学品部門長代行 須田 亮平

(兼)伊藤忠中近東会社会長

(兼)デュバイ支店長

(兼)中近東コンプライアンス責任者

ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

伊藤忠中近東会社社長 繊維Ｍ＆Ｒ室長 森 浩一

(兼)繊維カンパニーＣＦＯ付

(兼)監査部

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ

東アジア総代表補佐(華北担当) 伊藤忠（青島）有限公司総経理 鈴木 琢也

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司総経理

ﾏﾁﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

東アジア総代表補佐(華南担当) 中国住生活・情報グループ長 待寺 弘志

(兼)伊藤忠香港会社社長 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

アジア・大洋州総支配人代行 アセアン・南西アジア総支配人補佐 松本 茂伸

(インドシナ担当) (インドシナ担当)

(兼)インドシナ支配人 (兼)インドシナ支配人

(兼)伊藤忠タイ会社社長 (兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長 (兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長

3



（新） （旧） 　

ｸﾗｼｹﾞｲﾁﾛｳ

アジア・大洋州総支配人補佐 紙パルプ部長 倉重 猪知郎

(ベトナム担当)

(兼)ベトナム支配人

(兼)伊藤忠ベトナム会社社長

ﾖﾂｲ  ﾄｼﾕｷ

伊藤忠豪州会社社長 ITOCHU Minerals&Energy of Australia 四居 利之

(兼)ITOCHU Minerals&Energy of Australia Pty Ltd　（MANAGING DIRECTOR & CEO）

Pty Ltd  （MANAGING DIRECTOR & CEO）

ﾅｶﾀﾆ ﾂｸﾞﾖｼ

伊藤忠メタルズ株式会社 伊藤忠メタルズ株式会社 中谷 次克

代表取締役社長 取締役常務執行役員

ﾊﾔｼ ﾏｻｷ

日伯鉄鉱石株式会社 大洋州総支配人 林 正樹

代表取締役社長 (兼)伊藤忠豪州会社社長

ｲﾁﾊﾗ ﾘﾖｳｲﾁ

ITOCHU Textile Prominent（Asia) ブランドマーケティング第二部 市原 良市

Ltd．（MANAGING DIRECTOR） ブランドマーケティング第五課長

（ 2016年5月1日付 ）

ｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ

繊維カンパニーＣＦＯ　 アセアン・南西アジア総支配人補佐 泉 竜也

経営管理担当

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ﾋﾗﾉ  ｲｸﾔ

機械カンパニーＣＦＯ　 欧州総支配人補佐 経営管理担当 平野 育哉

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾏﾂｲ  ﾉﾘｵ

金属カンパニーＣＦＯ　 中南米総支配人補佐 経営管理担当 松井 紀雄

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ

エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ　 ＩＲ室長 中島 聡

(兼)ＩＲ室コンプライアンス責任者

4



（新） （旧） 　

ｷﾖｳﾀﾞﾏｺﾄ

食料カンパニーＣＦＯ　 食料カンパニーＣＦＯ補佐 京田 誠

ﾌｸｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ

住生活カンパニーＣＦＯ 経理部長代行 福島 昇

(兼)経理部経理企画室長

ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ

統合リスクマネジメント部長 東アジア総代表補佐 経営管理担当 大森 賢律

(兼)統合リスクマネジメント部 (兼)中国経営管理グループ長

コンプライアンス責任者 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

以　上
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