
2020 年 2 月 5 日 

各 位 

 

会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長ＣＯＯ 鈴木 善久 

（ コ ー ド 番 号  ８ ０ ０ １  東 証 第 一 部 ） 

問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 天 野  優 

（ＴＥＬ. ０３－３４９７－７２９５） 

 

 

代表取締役の異動等に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動等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． 代表取締役の異動の内容 

 

【役員の役割異動】 

（2020 年 4 月 1日付） 

 

【 新 】              【 現 】 

 

鈴木 善久     代表取締役社長ＣＯＯ 代表取締役社長ＣＯＯ 

（兼）ＣＤＯ・ＣＩＯ 

 

 

＜添付資料＞ 

・2020 年度役員人事 

 

以 上 
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１．執行役員の退任 ３名(３月３１日付)

２．執行役員の新任 ２名(４月１日付）

理事 執行役員

野田　俊介

執行役員

三浦　省司

2020年2月5日

伊藤忠商事株式会社

２０２０年度役員人事

氏名 新（４月１日付） 現

理事 常務執行役員

福嶋　義弘 理事

執行役員
山口　忠宜

情報・金融経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

履歴書添付

氏名 現役割

執行役員
西影　昌純

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
(Director, EVP)
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３．執行役員の再任、昇格(５名）、役割異動（９名）　　（４月１日付） *昇格役員

情報・金融経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

執行役員
金融・保険部門長

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
(Director, EVP)

執行役員
金属カンパニー プレジデント
（兼）金属資源部門長

執行役員
秘書部長

執行役員
情報・金融カンパニー プレジデント

岡　広史*

新宮　達史*

大谷　俊一*

石井　敬太*

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）電力・環境ソリューション部門長

常務執行役員  
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント

髙田　知幸*
常務執行役員
広報部長

執行役員
広報部長

佐藤　浩

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長
（兼）アフリカブロック管掌

諸藤　雅浩

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
（兼）大阪本社管掌

常務執行役員
繊維カンパニー プレジデント
（兼）大阪本社管掌

執行役員
アフリカ総支配人
（兼）ヨハネスブルグ支店長
（兼）伊藤忠ナイジェリア会社社長

氏名 新 現

鈴木　善久
取締役社長ＣＯＯ
（兼）ＣＤＯ・ＣＩＯ 取締役社長ＣＯＯ

現在の執行役員３６名のうち、退任予定の３名（参照「１．執行役員の退任」）を除く３３名全員を、４月１日付で執行役員に再任する。

[執行役員の昇格、役割異動]

山口　忠宜

常務執行役員
秘書部長

常務執行役員
情報・金融カンパニー プレジデント

常務執行役員
アフリカ総支配人

執行役員
伊藤忠インターナショナル会社CAO
（兼）経営企画部長
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

加藤　修一

執行役員
情報・金融カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）金融・保険部門長

執行役員
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
（Director, SEVP & COO）西影　昌純

瀬戸　憲治
執行役員
金属カンパニー プレジデント
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４．准執行役員の新任 ９名（４月１日付）

 *現審議役

准執行役員は従業員の最高位（従業員扱い）であり、執行役員ではありません。

５．役付理事の退任 １名（３月３１日付）

６．監査役の退任 １名(６月定時株主総会日付)

７．監査役の新任候補 １名（６月定時株主総会日付）

住生活経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室山内　務

山口　潔 理事 常勤監査役

氏名 現役割

白　松剛

大藤物流(上海)有限公司(董事長)
（兼）東アジア住生活グループ長代行
（兼）上海伊藤忠商事有限公司

浦島　宣哉 人事・総務部長

中尾　功
エネルギー・化学品経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

橋本　徳也
繊維経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

萩原　武 食品流通部門長

阿部　俊之*

大森　賢律*

藤岡　俊彦*

トルコ代表
イスタンブール事務所長

監査部長

ビジネス開発・推進部長

京田　誠 常勤監査役 食料カンパニーＣＦＯ

氏名 新（４月１日付）

名誉理事 特別理事

現

小林　栄三

                        履歴書添付

氏名 新 現

氏名 新 現
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履   歴   書 

 

き ょ う だ  ま こ と  

京 田   誠  
１９６４年２月１５日生  

 

学       歴 

１９８７年 ３月 神戸大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９８７年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８７年 ５月 同社 審査部国内審査第一課 

１９９６年 １月 伊藤忠ブラジル会社（サンパウロ駐在） 

 (兼)中南米総支配人付 

１９９７年１０月 伊藤忠インターナショナル会社 経理審査部（ニューヨーク駐在） 

２００３年 ７月 伊藤忠商事株式会社 食料経営管理部審査チーム長 

２００８年 ２月 同社 リスクマネジメント部リスク管理統轄チーム長 

  (兼)業務部 

２０１２年 ４月 同社 統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第一室長 

２０１６年 ５月 同社 食料カンパニー ＣＦＯ 

 

以 上 

5



履   歴   書 

 

に し か げ  ま さ ず み  

西 影 昌 純  

１９６４年１２月１５日生  

 

学       歴 

１９８８年 ３月 神戸大学農学部卒業 

 

職       歴 

１９８８年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８８年 ５月 同社 情報システム部営業情報システム第二チーム 

２００８年 ６月 (株)ケーアイ・フレッシュアクセス出向(代表取締役副社長)(東京駐在) 

２０１１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 食料経営企画部長 

２０１５年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ(ニューヨーク駐在) 

 (兼)経営企画部長 

 (兼)伊藤忠カナダ会社社長 

２０１６年 ４月 Ｄｏｌｅ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．出向 

 (DIRECTOR, EVP)(シンガポール駐在) 

２０１８年 ４月 伊藤忠商事株式会社 欧州総支配人付(食料担当)(ロンドン駐在)  

 (兼)伊藤忠欧州会社 

２０１９年 ４月 同社  欧州総支配人補佐(開発担当)(ロンドン駐在)  

 (兼)伊藤忠欧州会社 

２０２０年 １月 Ｄｏｌｅ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．出向 

 (DIRECTOR, EVP)(シンガポール駐在) 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

や ま ぐ ち  た だ よ し  

山 口 忠 宜  

１９６６年７月２４日生  

 

学       歴 

１９８９年 ３月 一橋大学商学部卒業 

 

職       歴 

１９８９年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８９年 ５月 同社 非鉄金属部貴金属課 

２００８年 ４月 ＩＦＳ出向（PRESIDENT & CEO）(ニューヨーク駐在） 

２０１１年 ４月 伊藤忠商事株式会社 金融・保険事業部 

２０１１年 ７月 ＴＣＩファイナンス(株)出向（常務取締役）(東京駐在） 

２０１５年 ４月 伊藤忠商事株式会社 金融ビジネス部長 

２０１６年 ４月 同社 情報・金融経営企画部長 

  (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 

 

以 上 
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2020年4月1日時点
取 10名　監 5名　執 35名

取締役 10名
役　位

* 岡藤　正広 取締役会長
* 鈴木　善久 取締役社長
* 吉田　朋史 取締役
* 福田　祐士 取締役
* 小林　文彦 取締役
* 鉢村　剛 取締役

** 村木　厚子 取締役
** 望月　晴文 取締役
** 川名　正敏 取締役
** 中森　真紀子 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
山口　潔   常勤監査役
土橋　修三郎 常勤監査役

* 間島　進吾 監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 大野　恒太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広 会長執行役員 CEO
鈴木　善久 社長執行役員 COO

（兼）CDO・CIO
吉田　朋史 副社長執行役員   住生活カンパニー プレジデント
福田　祐士 副社長執行役員   東アジア総代表

（兼）アジア・大洋州総支配人
（兼）CP・CITIC管掌

小林　文彦 専務執行役員       CAO
鉢村　剛 専務執行役員       CFO
石井　敬太 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）電力・環境ソリューション部門長

都梅　博之 常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
諸藤　雅浩 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
（兼）大阪本社管掌

池(茅野)　みつる 常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
佐藤　浩 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）伊藤忠欧州会社社長
今井　重利 常務執行役員 中部支社長
貝塚　寛雪 常務執行役員 食料カンパニー プレジデント
清水　源也 常務執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ファッションアパレル部門長
髙田　知幸 常務執行役員 広報部長
岡　　広史 常務執行役員 秘書部長
新宮　達史 常務執行役員 情報・金融カンパニー プレジデント
大谷　俊一 常務執行役員 アフリカ総支配人

取締役、監査役及び執行役員一覧表

氏　名

監査役 5名
氏　名

執行役員 35名
氏　名
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役　位 役　割
池添　洋一 執行役員 東アジア総代表代行

（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）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

細見　研介 執行役員 第８カンパニー プレジデント
大久保　尚登 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）エネルギー部門長
水谷　秀文 執行役員 東アジア総代表補佐(華東担当)

（兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理
田中　慎二郎 執行役員 European Tyre Enterprise Limited  (CEO)
森田　考則 執行役員 自動車・建機・産機部門長
田中　正哉 執行役員 化学品部門長
瀬戸　憲治 執行役員 金属カンパニー プレジデント
油屋　真一 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
的場　佳子 執行役員 調査・情報部長
中　　宏之 執行役員 業務部長

（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長
泉　　竜也 執行役員 経理部長
田中　建治 執行役員 アジア・大洋州総支配人代行(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

加藤　修一 執行役員 情報・金融カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）金融・保険部門長

真木　正寿 執行役員 建設・不動産部門長
西影　昌純 執行役員 Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

（Director, SEVP & COO ）
山口　忠宜 執行役員 伊藤忠インターナショナル会社CAO

（兼）経営企画部長
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

以 上

氏　名
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2020年定時株主総会日付
取 10名　監 5名　執 35名

取締役 10名
役　位

* 岡藤　正広 取締役会長
* 鈴木　善久 取締役社長
* 吉田　朋史 取締役
* 福田　祐士 取締役
* 小林　文彦 取締役
* 鉢村　剛 取締役

** 村木　厚子 取締役
** 望月　晴文 取締役
** 川名　正敏 取締役
** 中森　真紀子 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
土橋　修三郎 常勤監査役
京田　誠   常勤監査役

* 間島　進吾 監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 大野　恒太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広 会長執行役員 CEO
鈴木　善久 社長執行役員 COO

（兼）CDO・CIO
吉田　朋史 副社長執行役員   住生活カンパニー プレジデント
福田　祐士 副社長執行役員   東アジア総代表

（兼）アジア・大洋州総支配人
（兼）CP・CITIC管掌

小林　文彦 専務執行役員       CAO
鉢村　剛 専務執行役員       CFO
石井　敬太 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）電力・環境ソリューション部門長
都梅　博之 常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
諸藤　雅浩 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
（兼）大阪本社管掌

池(茅野)　みつる 常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
佐藤　浩 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）伊藤忠欧州会社社長
今井　重利 常務執行役員 中部支社長
貝塚　寛雪 常務執行役員 食料カンパニー プレジデント
清水　源也 常務執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ファッションアパレル部門長
髙田　知幸 常務執行役員 広報部長
岡　　広史 常務執行役員 秘書部長
新宮　達史 常務執行役員 情報・金融カンパニー プレジデント
大谷　俊一 常務執行役員 アフリカ総支配人

取締役、監査役及び執行役員一覧表

氏　名

監査役 5名
氏　名

執行役員 35名
氏　名
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役　位 役　割
池添　洋一 執行役員 東アジア総代表代行

（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）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

細見　研介 執行役員 第８カンパニー プレジデント
大久保　尚登 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）エネルギー部門長
水谷　秀文 執行役員 東アジア総代表補佐(華東担当)

（兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理
田中　慎二郎 執行役員 European Tyre Enterprise Limited  (CEO)
森田　考則 執行役員 自動車・建機・産機部門長
田中　正哉 執行役員 化学品部門長
瀬戸　憲治 執行役員 金属カンパニー プレジデント
油屋　真一 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
的場　佳子 執行役員 調査・情報部長
中　　宏之 執行役員 業務部長

（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長
泉　　竜也 執行役員 経理部長
田中　建治 執行役員 アジア・大洋州総支配人代行(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

加藤　修一 執行役員 情報・金融カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）金融・保険部門長

真木　正寿 執行役員 建設・不動産部門長
西影　昌純 執行役員 Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

（Director, SEVP & COO ）
山口　忠宜 執行役員 伊藤忠インターナショナル会社CAO

（兼）経営企画部長
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

以 上

氏　名
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