
１．役員の退任 ７名（３月３１日付）

２．執行役員の新任 ６名(４月１日付） 履歴書添付

執行役員
久保　勲

化学品部門長代行
（兼）合成樹脂部長

生活資材部門長代行
（兼）物資部長

法務部長代行
（兼）法務部第三法務室長

執行役員
原田　恭行

執行役員
池（茅野）　みつる

執行役員
上田　明裕

執行役員
早田　憲之

執行役員
杉本　繁慈

現役割氏名

伊藤忠インターナショナル会社　機械部門長

機械経営企画部長
（兼）機械カンパニーコンプライアンス責任者

高坂　正彦 顧問 執行役員

山口　潔 顧問 執行役員

鈴木　英文 顧問 執行役員

松本　吉晴 顧問 常務執行役員

石丸　慎太郎 顧問 常務執行役員

藤野　達夫 顧問 常務執行役員

久米川　武士 顧問 常務執行役員

2013年2月5日

伊藤忠商事株式会社

1．　２０１３年度役員人事

氏名 新 現

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）伊藤忠インターナショナル会社 経営企画部長
（兼）伊藤忠カナダ会社社長



３．執行役員の再任（３０名）、昇格(４名）、役割異動（１４名）　　（４月１日付） *昇格役員

常務執行役員
建設・金融部門長

大喜多　治年
執行役員
プラント・船舶・航空機部門長

執行役員
石炭・原子力・ソーラー部門長

杉本　繁慈
執行役員
中部支社長 伊藤忠インターナショナル会社　機械部門長

吉田　多孝
* 常務執行役員

自動車・建機・産機部門長
執行役員
自動車・建機・産機部門長

早田　憲之

執行役員
秘書部長
（兼）秘書部コンプライアンス責任者

機械経営企画部長
（兼）機械カンパニーコンプライアンス責任者

亀岡　正彦

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
（兼）食品流通部門長

執行役員
食品流通部門長

小林　文彦
*

常務執行役員
人事・総務部長
（兼）人事・総務部コンプライアンス責任者

執行役員
人事・総務部長
（兼）人事・総務部コンプライアンス責任者

常務執行役員
アセアン・南西アジア総支配人
（兼）大洋州総支配人
（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）伊藤忠豪州会社社長

常務執行役員
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

鷲巣　寛
*

常務執行役員
金属カンパニー
エグゼクティブ　バイス プレジデント
（兼）金属・鉱物資源部門長

執行役員
金属・鉱物資源部門長

木造　信之

常務執行役員
住生活・情報カンパニー
エグゼクティブ　バイス プレジデント
（兼）建設・金融部門長

松島　泰
常務執行役員
CAO

常務執行役員
CAO・CCO

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長今井　雅啓

常務執行役員
プラント・船舶・航空機部門長

佐々木　淳一

新 現

高柳　浩二
専務執行役員
CSO

専務執行役員
CSO
（兼）業務部長
（兼）業務部コンプライアンス責任者

関　忠行
* 副社長執行役員

CFO
専務執行役員
CFO

豊島　正徳
執行役員
エネルギー第一部門長

執行役員
エネルギー部門長

久保　洋三

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第一部門長

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

氏名



４．審議役の新任 ３名（４月１日付）

          以　　上

伊藤忠紙パルプ株式会社出向（代表取締役社長）

現在の執行役員３７名のうち、退任予定の７名（参照「１.役員の退任」）を除く３０名全員が執行役員を再任する。

大口　和男 株式会社三景出向（代表取締役副社長）

押谷　賢一

氏名

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

現役割

池（茅野）　みつる

執行役員
法務部長
（兼）法務部コンプライアンス責任者

執行役員
業務部長
（兼）業務部コンプライアンス責任者

法務部長代行
（兼）法務部第三法務室長

久保　勲

氏名 新 現

藤岡　敬之

欧州総支配人補佐　経営企画担当
（兼）欧州食料グループ長
（兼）伊藤忠欧州会社
（兼）欧州コンプライアンス責任者



履   歴   書 

 

は や た  の り ゆ き 

早 田 憲 之 

１９５９年１月２７日生 

 

学       歴 

１９８１年 ３月 京都大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９８１年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８１年 ４月 同社 車両第一部車両第二課 

１９９０年１１月 同社 カラチ事務所 

１９９５年 ４月 同社 自動車第五部自動車第十六課 

１９９９年 ４月 同社 自動車アジア部自動車第十七課長 

２０００年 ４月 同社 自動車第一部アジア第二課長 

２００２年 ４月 同社 自動車第一部アジア第一課長 

２００３年 １月 同社 自動車第一部長代行 

 (兼)自動車第一部アジア第一課長 

２００４年 ３月 イエローハット(上海)コンサルティング有限公司出向(董事(兼)総経理) 

(上海駐在) 

２００５年 ８月 黄帽子（中国）汽車用品商貿有限公司出向(董事(兼)総経理)(上海駐在) 

２００６年１０月 伊藤忠商事株式会社 自動車部門企画統轄課長 

２００８年 １月 同社 いすゞビジネス部長 
２００８年 ４月 同社 自動車部門長補佐 

 (兼)いすゞビジネス部長 

２００９年 ４月 同社 機械経営企画部長 

２０１１年 ４月 同社 機械・情報経営企画部長 

２０１２年 ４月 同社 機械経営企画部長 

 

以  上 



履   歴   書 

 

す ぎ も と  し げ じ 

杉 本 繁 慈 

１９５８年６月９日生 

 

学       歴 

１９８２年 ３月 神戸大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８２年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８２年 ４月 同社 自動車第二部自動車第七課 

１９８７年１０月 同社 ソウル支店 

１９９２年 ２月 同社 自動車本部企画統轄課 

１９９３年 ６月 同社 人事部・海外研修生(米国) 

１９９５年 ６月 同社 自動車部門開発チーム 

１９９５年１０月 同社 秘書部 

１９９９年 １月 伊藤忠オートモービル㈱出向(東京駐在) 

２０００年 ４月 伊藤忠商事株式会社 自動車業務戦略室ＩＴチーム長 

(兼)伊藤忠オートモービル㈱出向(東京駐在) 

２０００年１０月 同社 自動車業務戦略室ＩＴチーム長 
２００１年 １月 同社 業務部 

２００４年１１月 同社 自動車業務戦略部長代行 

２００６年 ４月 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 

２００９年 ４月 同社 自動車部門長 

２０１０年 ４月 同社 秘書部長 

２０１２年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 機械部門長(ニューヨーク駐在) 

 

 

以  上 



履   歴   書 

 

う え だ  あ き ひ ろ 

上 田 明 裕 

１９５８年１０月１３日生 

 

学       歴 

１９８２年 ３月 大阪外国語大学中国語学科卒業 

 

職       歴 

１９８２年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８２年 ４月 同社 合成樹脂貿易部合成樹脂第二課 

１９８６年 ５月 同社 上海事務所 

１９９２年 ４月 同社 ポリオレフィン部ポリオレフィン第二課 

１９９６年 ４月 同社 リ－テイル資材部トレ－ド開発課長代行 

 (兼)リ－テイル資材部ポリプロピレン課長代行 

１９９９年 ４月 同社 リーテイル資材部ポリオレフィン貿易課長 
２０００年 ４月 同社 合成樹脂部リーテイル資材課長 

２００１年 ４月 同社 合成樹脂部ポリオレフィン貿易課長 

２００２年 ４月 ＣＩＰＬＡＳ出向(DEPUTY MANAGING DIRECTOR)(シンガポール駐在) 

２００４年 ５月 ＣＩＰＬＡＳ出向(MANAGING DIRECTOR)(シンガポール駐在) 

２００８年 ４月 伊藤忠商事株式会社 合成樹脂部長 

２０１２年 ４月 同社 化学品部門長代行 

 (兼) 合成樹脂部長 

  

 

以  上 



履   歴   書 

 

く  ぼ  い さ お 

久 保  勲 

１９５８年１０月１９日生 

 

学       歴 

１９８２年 ３月 関西学院大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８２年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８２年 ４月 同社 織物貿易第一部厚地織物第一課 

１９８６年 ４月 伊藤忠アメリカ会社（ニューヨーク駐在） 

１９９１年 ６月 伊藤忠商事株式会社 織物貿易第一部薄地織物第一課 

１９９８年 ４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)

２００１年１１月 伊藤忠インターナショナル会社(PROMINENT USA INC.)出向(DIRECTOR & 

PRESIDENT)(ニューヨーク駐在) 

２００３年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社 繊維部門(ニューヨーク駐在) 

(兼)伊藤忠インターナショナル会社(PROMINENT USA INC.)出向(DIRECTOR & 

PRESIDENT) 
２００５年 ４月 伊藤忠商事株式会社 ブランドマーケティング第三部長 

(兼)ブランドマーケティング第三部ブランドマーケティング第二課長 
２００８年 ４月 同社 繊維経営企画部長 

２０１１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)伊藤忠インターナショナル会社経営企画部長 

(兼)伊藤忠カナダ会社社長 

２０１２年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社EVP(ニューヨーク駐在) 

(兼)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 

(兼)伊藤忠カナダ会社社長 

  

 

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）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(大阪駐在) 

２００１年１１月 伊藤忠ウインドウズ㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在) 

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 

  

 

以  上 



履   歴   書 

 

いけ(ちの)  みつる 

池 ( 茅 野 )  み つ る 

１９６６年５月２６日生 

 

学       歴 

１９９１年 ５月 米国コーネル大学法科大学院卒業 

 

職       歴 

１９９１年 ９月 グラハム アンド ジェイムス法律事務所 入所 

１９９１年１２月 カリフォルニア州弁護士登録 

１９９９年１２月 グラハム アンド ジェイムス法律事務所 退所 

２０００年 ２月 伊藤忠商事株式会社 入社 

２０００年 ２月 同社 法務部法務第三チーム 

２００３年１０月 同社 法務部法務第二チーム長 

２００８年 ４月 同社 法務部法務第二チーム長 

 (兼)人事部世界人材・開発室 

２０１０年 ７月 同社 法務部長代行 

 (兼)法務部第一法務室長 

 (兼) 人事部世界人材戦略室 

２０１２年 ４月 同社 法務部長代行 

 (兼)法務部第三法務室長 

  

 

以  上 



*代表権 2013年4月1日付

取 14名　監5名　執36名

役　位

小林　栄三 取締役会長

* 岡藤　正広 代表取締役社長

* 小林　洋一 代表取締役

* 関　　 忠行 代表取締役

* 青木　芳久 代表取締役

* 髙柳　浩二 代表取締役

* 松島　泰 代表取締役

* 福田　祐士 代表取締役

* 中村　一郎 代表取締役

* 吉田　朋史 代表取締役

* 岡本　均 代表取締役

* 塩見　崇夫 代表取締役

川本　裕子 取締役

杉本　和行 取締役

役　位

赤松　良夫 常勤監査役

前田　一年 常勤監査役

林　 　良造 監査役

鳥居　敬司 監査役

下條  正浩 監査役

役　位

岡藤　正広 社長

小林　洋一 副社長執行役員

関　　 忠行 副社長執行役員

青木　芳久 専務執行役員

髙柳　浩二 専務執行役員

松島　泰 常務執行役員

福田　祐士 常務執行役員

北村　喜美男 常務執行役員

小関　秀一 常務執行役員

中村　一郎 常務執行役員

吉田　朋史 常務執行役員

佐々木　淳一 常務執行役員

岡本　均 常務執行役員

玉野　邦彦 常務執行役員

米倉　英一 常務執行役員

塩見　崇夫 常務執行役員

今井　雅啓 常務執行役員

執行役員 36名

氏　名

氏　名

役員一覧表

取締役 14名

氏　名

監査役 5名

1



役　位

木造　信之 常務執行役員

鷲巣　寛 常務執行役員

小林  文彦 常務執行役員

吉田　多孝 常務執行役員

豊島　正德 執行役員

大喜多  治年 執行役員

久保  洋三 執行役員

中出　邦弘 執行役員

亀岡　正彦 執行役員

柘植　一郎 執行役員

石井　和則 執行役員

齋藤　一也 執行役員

鉢村　剛 執行役員

早田　憲之 執行役員

杉本　繁慈 執行役員

上田　明裕 執行役員

久保　勲 執行役員

原田　恭行 執行役員

池(茅野)　みつる 執行役員

以 上

氏　名

2



２０１３年２月５日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧）

（ 2013年4月1日付 ）

ｵｶ　ﾋﾛｼ

繊維経営企画部長 コンバースフットウェア株式会社 岡　広史

(兼)繊維カンパニー 代表取締役社長

　 コンプライアンス責任者

ﾅｶﾆｼ　ﾋﾃﾞｵ

ファッションアパレル第二部門長 繊維原料・テキスタイル部門長 中西　英雄

ﾔｸｼｼﾞ　　ﾋｻｵ

機械経営企画部長 法務部長代行 薬師寺　久夫

(兼)機械カンパニー (兼)法務部コンプライアンス室長

　 コンプライアンス責任者

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

石炭・原子力・ソーラー部門長 石炭・原子力・ソーラー部門長代行 川口　浩一

ｽﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ

エネルギー・化学品経営企画部長 天然ガス事業開発部長 須田　亮平

(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

ﾐﾂﾊｼ　ﾏｻﾉﾘ

エネルギー第二部門長 エネルギー部門長代行 三橋　優憲

(兼)石油・ガス開発部長

ﾁﾊﾞ　 ﾅｵﾄ

生鮮食品部門長 生鮮・食材部門長 千葉　尚登

２．人事異動



（新） （旧）

ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ

開発・調査部長 欧州総支配人補佐　経営企画担当 藤岡　敬之

(兼)開発・調査部 (兼)欧州食料グループ長

　　コンプライアンス責任者 (兼)伊藤忠欧州会社

(兼)欧州コンプライアンス責任者

ﾀﾁｶﾜ　　ｶｽﾞｵ

九州支社長 サハリン石油ガス開発株式会社 太刀川　和男

(兼)九州支社化学品部長 取締役

(兼)九州支社化学品部

九州合成樹脂課長

以　上



 

２０１３年２月５日 

 

関係各位 

 

伊藤忠商事株式会社 

 

 

2013年度組織改編について 

 

 

伊藤忠商事株式会社は 2013 年 4 月 1 日付組織改編を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 Ｉ．営業組織  

 

１．部門の改編 

 

繊維カンパニー 

 繊維原料・テキスタイル部門を「ファッションアパレル第二部門」に改称する。 

 ファッションアパレル部門を「ファッションアパレル第一部門」に改称する。 

 

【改編前】       【改編後】 

 繊維カンパニー                       繊維カンパニー  

繊維原料・テキスタイル部門  ファッションアパレル第一部門 

ファッションアパレル部門 ファッションアパレル第二部門 

ブランドマーケティング第一部門 ブランドマーケティング第一部門  

ブランドマーケティング第二部門 ブランドマーケティング第二部門  

 

エネルギー・化学品カンパニー 

 エネルギー部門を「エネルギー第一部門」と「エネルギー第二部門」に分割する。 

 

【改編前】       【改編後】 

 エネルギー・化学品カンパニー              エネルギー・化学品カンパニー  

エネルギー部門  エネルギー第一部門 

 エネルギー第二部門 

化学品部門 化学品部門  

 

 

 

 

 



 

食料カンパニー 

 生鮮・食材部門を「生鮮食品部門」に改称する。 

 

【改編前】       【改編後】 

 食料カンパニー             食料カンパニー  

食糧部門  食糧部門 

生鮮・食材部門 生鮮食品部門 

食品流通部門 食品流通部門  

 

２．部の改編 

 

ファッションアパレル第一部門及びブランドマーケティング第一部門 

  「ファッションアパレル第二部」の一部の業務を「ブランドマーケティング第二部」に移管する。 

 

ファッションアパレル第二部門 

  繊維原料・テキスタイル部を「ファッションアパレル第三部」に、テキスタイル・製品部を「ファッションアパ

レル第四部」に改称する。 

 

【改編前】                 【改編後】 

繊維原料・テキスタイル部門                 ファッションアパレル第一部門 

 繊維原料・テキスタイル部 ファッションアパレル第一部 

 テキスタイル・製品部 ファッションアパレル第二部 

ファッションアパレル部門            ファッションアパレル第二部門 

 ファッションアパレル第一部  ファッションアパレル第三部 

 ファッションアパレル第二部 ファッションアパレル第四部 

ブランドマーケティング第一部門            ブランドマーケティング第一部門 

 ブランドマーケティング第一部  ブランドマーケティング第一部 

 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二部 

 

   石炭・原子力・ソーラー部門 

  原子力・低炭素燃料部とソーラービジネス部を統合し、「原子力・ソーラー部」に改編する。                

 

【改編前】                 【改編後】 

石炭・原子力・ソーラー部門                     石炭・原子力・ソーラー部門 

石炭部 石炭部 

原子力・低炭素燃料部         原子力・ソーラー部 

ソーラービジネス部     

 

 

 



 

   エネルギー第一部門 

  エネルギー貿易部とLPガス・事業プロジェクト部を統合し、「石油・LPガス貿易部」に改編する。 

    

エネルギー第二部門 

  石油・ガス開発部を「E&P事業統括部」と「E&P事業推進部」に分割する。                   

(注) E&Pは、「Exploration & Production」の略。 

 

【改編前】                 【改編後】 

エネルギー部門            エネルギー第一部門 

 エネルギー貿易部 石油・LPガス貿易部 

 LPガス・事業プロジェクト部 天然ガス事業開発部 

 石油・ガス開発部           エネルギー第二部門 

 天然ガス事業開発部 E&P事業統括部 

  E&P事業推進部 

 

化学品部門 

 化学品営業サポート部を廃止する。 

 

食糧部門、生鮮食品部門及び食品流通部門 

 砂糖・乳製品部、飲料原料部、農産部、食材流通部、食品流通部を「砂糖・コーヒー・乳製品部」、「農産

部」、「食品流通部」、「食材DCM推進部」、「食品開発部」に改編する。 

 CVS事業推進部の英文名称「FamilyMart Department」を「CVS Business Department」に改称する。 

(注) DCMは、「Demand Chain Management」の略。 

 

【改編前】                 【改編後】 

食糧部門       食糧部門 

飼料・穀物・油糧部 飼料・穀物・油糧部 

油脂・穀物製品部 油脂・穀物製品部 

砂糖・乳製品部 砂糖・コーヒー・乳製品部 

飲料原料部 生鮮食品部門 

生鮮・食材部門            水産部 

 水産部  畜産部 

 畜産部 農産部 

農産部 食品流通部門 

食材流通部 食品流通部 

食品流通部門            食材DCM推進部 

 食品流通部  食品開発部 

 CVS事業推進部 CVS事業推進部 

 

 



 

 ＩＩ．職能組織  

１． CSO 

 現在のCIOの役割はCSOが担うこととし、これに伴い現在CIO管下のＩＴ企画部はCSO管下に移管する。 

２．CAO・CCO 

 現在のCCOの役割はCAOが担うこととし、これに伴いCAO・CCOをCAOに改称する。 

CSO ： Chief Strategy Officer           CIO   ： Chief Information Officer 

CAO ： Chief Administrative Officer      CCO  ： Chief Compliance Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＩＩＩ．国内支社  

 

名古屋支社 

 名古屋支社を「中部支社」に改称する。 

 

以  上 

【現行の職能体制　（～2013年3月31日）】

【組織改編後の職能体制　（2013年4月1日付）】

財務部

CFO 経理部

統合ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

社長補佐（関西担当）

業務部

CSO 開発・調査部

IT企画部

人事・総務部

社長 CAO 広報部

法務部

監査部

秘書部

社長補佐（関西担当）

統合ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

CIO IT企画部

財務部

CFO 経理部

社長 CAO・CCO 広報部

法務部

CSO 開発・調査部

人事・総務部

監査部

秘書部

業務部


