
2023年1月13日
各　位

会社名     住友商事株式会社
代表者名　代表取締役 社長執行役員 CEO　兵頭 誠之

（ｺｰﾄﾞ番号  8053 東証プライム）

問合せ先　広報部長　長澤 修一
（Tel：03-6285-3100）

本日開催の取締役会において、代表取締役等の人事が添付別紙のとおり決議されましたので、

下記内容につきお知らせいたします。

併せ、機構改正についてもお知らせいたします。

Ⅰ．異動の内容
 １．代表取締役・取締役・執行役員・監査役人事等

１）新任執行役員（４月１日付） ７名

２）昇任執行役員（４月１日付） １１名

３）退任執行役員（３月３１日付） ５名

４）重任執行役員（４月１日付） ３９名

５）執行役員の分掌変更（４月１日付）

６）新任代表取締役・取締役（６月定時株主総会付議予定） ２名

７）退任代表取締役・取締役（６月定時株主総会日付） ２名

８）重任取締役（６月定時株主総会付議予定） ９名

９）新任監査役（６月定時株主総会付議予定） １名

１０）退任監査役（６月定時株主総会日付） １名

 ２．理事人事（４月１日付）　

    １ ）  新任理事 ２３名

    ２ ）  理事の分掌変更

 ３．関連人事

    １ ）  ３月３１日付

    ２ ）  ４月１日付

Ⅱ．異動の理由

Ⅲ．機構改正

【参考資料】

Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　 ４６名

Ⅱ．６月定時株主総会日以降の取締役会　 １１名

Ⅲ．６月定時株主総会日以降の監査役会 ５名

Ⅳ．４月１日付 新任執行役員／６月定時株主総会付議予定 新任代表取締役、取締役および監査役候補者の経歴書

以　　上

代表取締役等の人事および機構改正に関するお知らせ

記



Ⅰ．異動の内容

１．代表取締役・取締役・執行役員・監査役人事等

１）　新任執行役員（４月１日付）　：　７名

氏　名 新分掌 現分掌

岩波　剛太 執行役員(名古屋)
国内担当役員補佐
中部支社長

理事(名古屋)
国内担当役員補佐
中部支社長

米津　暢康 執行役員
エネルギーイノベーション・イニシアチブ
サブリーダー
インドネシアEX部長

理事
電力インフラ事業本部長付

(※2)

北島　誠二 執行役員
エネルギーイノベーション・イニシアチブ
サブリーダー
企画・戦略部長

理事
エネルギーイノベーション・イニシアチブ
サブリーダー
企画・戦略部長

竹中　英介 執行役員
経営企画部長

理事
経営企画部長

巽　達志 執行役員

ＣＤＯ(※1)

メディア・デジタル事業部門長補佐

理事
経営企画部副部長

荒牧　俊一 執行役員
デジタル事業本部長

理事
デジタル事業本部長

中澤　佳子 執行役員就任
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(人事担当)

(※1)　CDO（Chief Digital Officer）
(※2)　2月1日付で以下のとおり異動。

氏　名 新分掌 現分掌
米津　暢康 理事

エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリー
ダー
インドネシアEX部長

理事
電力インフラ事業本部長付

２）　昇任執行役員（４月１日付）　：　１１名

氏　名 新分掌 現分掌

清島　隆之 代表取締役　副社長執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員

ＣＡＯ・ＣＣＯ（※）

代表取締役　専務執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員

ＣＡＯ・ＣＣＯ（※）

竹田　光宏 専務執行役員
メディア・デジタル事業部門参事
JCOM(株)

常務執行役員
メディア・デジタル事業部門参事
JCOM(株)

東野　博一 代表取締役　専務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員

ＣＳＯ・ＣＩＯ（※）

代表取締役　常務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員

ＣＳＯ・ＣＩＯ（※）

犬伏　勝也 専務執行役員
金属事業部門長

常務執行役員
金属事業部門長

有友　晴彦 常務執行役員(上海)
東アジア総代表
中国住友商事グループＣＥＯ
上海住友商事会社
中国住友商事会社社長

執行役員
資源第一本部長



氏　名 新分掌 現分掌

吉田　伸弘 常務執行役員(大阪)
国内担当役員
関西支社長

執行役員(サンパウロ)
米州総支配人補佐
南米支配人
ブラジル住友商事会社社長

小池　浩之 常務執行役員(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
兼 ＣＤⅠＯ
米州住友商事会社副社長 兼 ＣＦＯ

執行役員(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
兼 ＣＢＤＯ
米州住友商事会社副社長 兼 ＣＦＯ

尾﨑　務 常務執行役員
メディア・デジタル事業部門長付

執行役員
メディア・デジタル業務部長

住田　孝之 常務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員補佐
エネルギーイノベーション・イニシアチブ
企画・戦略部
住友商事グローバルリサーチ(株)

執行役員
コーポレート部門
企画担当役員補佐
エネルギーイノベーション・イニシアチブ
企画・戦略部
住友商事グローバルリサーチ(株)

麻生　浩司 常務執行役員
エネルギーイノベーション・イニシアチブリーダー

執行役員
コーポレート部門
企画担当役員補佐(IR・広報・サステナビリティ担
当)
サステナビリティ推進部長

佐藤　仁彦 常務執行役員
内部統制・内部監査統括責任者
内部監査部長

執行役員
内部監査部長

(※)　CAO（Chief Administration Officer）、CCO（Chief Compliance Officer）、CSO（Chief Strategy Officer）
　　　CIO（Chief Information Officer）

３）　退任執行役員（３月３１日付）　：　５名

氏　名 新分掌（４月１日付） 現分掌

南部　智一 代表取締役
社長付
ＣＤＯアドバイザー

代表取締役　副社長執行役員
ＣＤＯ
（メディア・デジタル事業部門および生活・不動産
事業部門管掌）

御子神　大介 顧問 専務執行役員(上海)
東アジア総代表
中国住友商事グループＣＥＯ
上海住友商事会社
中国住友商事会社社長

田中　惠次 顧問
社長付

常務執行役員(大阪)
国内担当役員
関西支社長

仲野　真司 顧問
社長付

常務執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(秘書・人事担当)

松﨑　治夫 顧問(モスクワ)
欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
ＣＩＳ支配人
欧州・ＣＩＳ住友商事グループDeputy ＣＥＯ
ＣＩＳ住友商事会社社長

執行役員(モスクワ)
欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
ＣＩＳ支配人
欧州・ＣＩＳ住友商事グループDeputy ＣＥＯ
ＣＩＳ住友商事会社社長

４）　重任執行役員（４月１日付）　：　３９名

現在の執行役員４４名のうち、３月３１日付で退任予定の南部 智一氏、御子神 大介氏、田中 惠次氏、

仲野 真司氏、松﨑 治夫氏の５名を除く３９名全員を執行役員に重任する。



５）　執行役員の分掌変更（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
上野　真吾 副社長執行役員

（金属事業部門、資源・化学品事業部門およびエネ
ルギーイノベーション・イニシアチブ管掌）

副社長執行役員
（金属事業部門および資源・化学品事業部門管掌）
エネルギーイノベーション・イニシアチブリーダー

富田 亜紀 執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(総務・法務担当)
コンプライアンス推進部長

執行役員(上海)
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国コーポレート部門長
業務グループ長
上海住友商事会社社長

６）　新任代表取締役・取締役（６月定時株主総会付議予定）　：　２名

氏　名 新分掌 ４／１付分掌
上野　真吾

所有株式数
56,200株

代表取締役　副社長執行役員
（金属事業部門、資源・化学品事業部門およびエネ
ルギーイノベーション・イニシアチブ管掌）

副社長執行役員
（金属事業部門、資源・化学品事業部門およびエネ
ルギーイノベーション・イニシアチブ管掌）

高原　豪久 取締役(社外)就任

７）　退任代表取締役・取締役（６月定時株主総会日付）　：　２名　

氏　名 新分掌 ４／１付分掌
南部　智一 顧問

ＣＤＯアドバイザー
代表取締役
社長付
ＣＤＯアドバイザー

石田　浩二 退任 取締役(社外)

８）　重任取締役（６月定時株主総会付議予定）　：　９名

現在の取締役１１名のうち、退任予定の南部 智一氏および石田 浩二氏を除く９名全員を取締役の候補とする。

なお、６月定時株主総会以降の取締役１１名のうち、中村 邦晴氏、岩田 喜美枝氏、山﨑 恒氏、井手 明子氏、

御立 尚資氏、高原 豪久氏の６名を除く、兵頭 誠之氏、上野 真吾氏、清島 隆之氏、諸岡 礼二氏、東野 博一氏の

５名を代表取締役とする。

９）　新任監査役（６月定時株主総会付議予定）　：　１名

御子神　大介　

１０）　退任監査役（６月定時株主総会日付）　：　１名

細野　充彦



２．理事人事（４月１日付）

１）　新任理事　：　２３名

氏　名 新分掌 現分掌
簑原　友康 理事

財務部長
財務部長

西巻　豊 理事
内部統制推進部長

総合経理部長

秋山　晃 理事(ロンドン)
欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
欧州・ＣＩＳ資源･エネルギー部門長
欧州・ＣＩＳエネルギーイノベーション・
イニシアチブリーダー
欧州住友商事会社

欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
欧州・ＣＩＳ資源･エネルギー部門長(ロンドン)
欧州・ＣＩＳエネルギーイノベーション・
イニシアチブリーダー
欧州住友商事会社

中垣　正樹 理事(ロンドン)
欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
欧州・ＣＩＳ金属部門長
欧州住友商事会社

欧州･ＣＩＳ住友商事グループ
欧州･ＣＩＳ金属部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社

布施　吉康 理事
主計部長
総合経理部長

主計部長

濱本　学 理事
建設不動産本部副本部長

米州住友商事グループ
米州生活資材・不動産グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社

梶川　大祐 理事
モビリティ事業第二本部副本部長
フリートマネジメント第一部長

モビリティ事業企画部長

長澤　貴夫 理事
文書総務部長

文書総務部長

佐野　吾郎 理事
鋼材本部参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

台湾住友商事会社
高雄支店長(高雄)

長谷川　博史 理事
ヘルスケア事業部長

ヘルスケア事業部長

小室　拓也 理事
リスクマネジメント第三部長

リスクマネジメント第三部長

塩谷　渉 理事
IT企画推進部長

IT企画推進部長

梁井　崇史 理事
物流インフラ事業本部長

電力インフラ第二部長

浪花　隆 理事
デジタル事業本部副本部長
新事業投資部長

新事業投資部長

佐久間　聖名子 理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
不動産部門長
米州住友商事会社

海外不動産事業部長

内池　源 理事
ライフサイエンス本部副本部長
アグリサービス事業部長

アグリサービス事業部長

加藤　洋 理事
サステナビリティ推進部長

サステナビリティ推進部副部長



氏　名 新分掌 現分掌
高市　真吾 理事(ジュネーブ)

ライフスタイル事業本部参事
欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
欧州・ＣＩＳ生活産業部門
Summit Fresh Produce Switzerland SA

青果事業部参事(ジュネーブ)
欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
欧州・ＣＩＳ生活産業部門
Summit Fresh Produce Switzerland SA

多々良　一郎 理事
リース・船舶・航空宇宙事業本部副本部長
航空事業開発部長

航空事業開発部長

栗栖　洋平 理事
社会インフラ事業本部長補佐
海外インフラ事業部長

インフラ業務部長付

地頭所　孝浩 理事
鋼材本部参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

経営企画部長付

中川　理恵 理事
経営企画部副部長

経営企画部長付

片桐　奈美 理事
グローバル人材マネジメント部長

ニッケル・コバルト事業部長付

２）　理事の分掌変更

氏　名 新分掌 現分掌
庄野 晃彦 理事(シカゴ)

米州住友商事グループ
社会インフラ部門
米州住友商事会社
シカゴ店長

理事(シカゴ)
米州総支配人補佐
米州鋼材・非鉄金属グループ長
米州住友商事会社
シカゴ店長
カナダ住友商事会社社長

實野 容道 嘱託
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員付
(2.28付定年退職予定、3.1付嘱託任用予定）

理事
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(総務・法務担当)

吉村 亮太 理事(ワシントン)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
CSOオフィス
ワシントン事務所長
米州住友商事会社

理事(ワシントン)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州住友商事会社
ワシントン事務所長

三平 拓也 理事
基礎化学品・エレクトロニクス本部副本部長

理事(台北)
東アジア総代表補佐
台湾住友商事会社社長

渡辺 優二 理事(サンパウロ)
米州総支配人補佐
南米支配人
ブラジル住友商事会社社長

理事
物流インフラ事業本部長

古澤 秀公 理事
インフラ事業部門長付

理事
社会インフラ事業本部長

藤 浩蔵 理事(バンコク)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
タイ住友商事会社社長
スミ・タイ・ホールディングス会社社長
スミ・タイ・インターナショナル会社社長

理事(シンガポール)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
アジア大洋州住友商事会社ＣＯＯ

銕 智明 理事(サンパウロ)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
食料・農業部門長
南米副支配人
ブラジル住友商事会社

理事(サンパウロ)
南米副支配人
ブラジル住友商事会社
リオデジャネイロ支店長



氏　名 新分掌 現分掌
福島 浩史 理事(シカゴ)

米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
自動車ビジネス部門長
米州住友商事会社
カナダ住友商事会社社長

理事
鋼材本部参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

金田 俊彦 理事(上海)
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国コーポレート部門長
業務グループ長
上海住友商事会社

理事
法務部長
コンプライアンス推進部長

籠橋 隆憲 理事
基礎化学品・エレクトロニクス本部長

理事
基礎化学品・エレクトロニクス本部副本部長

柿原 大輔 理事(シンガポール)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループＣＡＯ
アジア大洋州住友商事会社

理事
人事部長

林 智也 理事
人事部長

理事
人事厚生部長

堀 健太郎 理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＣＳＯ
米州住友商事会社ＣＳＯ

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州リスクマネジメントグループ長
米州住友商事会社

野口 剛史 理事
社会インフラ事業本部長

理事
電力インフラ事業本部副本部長
電力インフラ第七部長
電力インフラ第八部長
スミエナジー・ベンチャーズ合同会社

阿波 一志 理事
メディア・デジタル業務部長

理事
経営企画部副部長

矢崎 耕一郎 理事
資源第一本部長

理事
資源第一本部副本部長
ニッケル・コバルト事業部長

嵜本 宏一 理事(上海)
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社社長

理事(上海)
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社

室伏 一郎 理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
建機輸送機部門長
米州住友商事会社

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州建機輸送機グループ長
米州住友商事会社

西村 雅人 理事(シンガポール)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループＣＦＯ
アジア大洋州住友商事会社

理事(シンガポール)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット
アジア大洋州住友商事会社

川上 篤樹 理事(ヒューストン)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
エネルギービジネス部門長
米州住友商事会社
ヒューストン店長

理事(ヒューストン)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州鋼管グループ長
米州住友商事会社
ヒューストン店長

水無瀬 淳 理事
電力インフラ事業本部副本部長
電力インフラ第二部長

理事
電力インフラ第一部長



３．関連人事

１） ３月３１日付

氏　名 新分掌 現分掌
福田 康 退任 顧問(バンコク)

アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
タイ住友商事会社社長
スミ・タイ・ホールディングス会社社長
スミ・タイ・インターナショナル会社社長

２） ４月１日付

氏　名 新分掌 現分掌
本山 ふじか 人材・総務・法務担当役員付 グローバル人材マネジメント部長

安田 和弘 人事厚生部長 人事部副部長

中森 武宏 法務部長 法務部副部長

市川 義則 モビリティ事業企画部長 中東･アフリカ住友商事グループ
中東･アフリカ自動車･タイヤ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社
サウジアラビア住友商事会社
トルコ住友商事会社
アフリカ住友商事会社

若林 浩司 電力インフラ第一部長 電力インフラ第一部長付

横田 辰二 電力インフラ第七部長
電力インフラ第八部長
スミエナジー・ベンチャーズ合同会社

電力インフラ第七部参事(ジャカルタ)
PT. BHUMI JATI POWER
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州インフラユニット
PT. BHUMI JEPARA SERVICE

大野 隆平 海外不動産事業部長 建設不動産本部長付

森田 慎二郎 ニッケル・コバルト事業部長 ニッケル・コバルト事業部長付

安東 徳幸 嘱託
基礎化学品・エレクトロニクス本部参事
住友商事ケミカル(株)

嘱託
基礎化学品・エレクトロニクス本部長

浅野 貴宏 電子･機能材部長 電子･機能材部長付

長 阿紀良 台湾住友商事会社社長(台北) 電子・機能材部長

三原 一晃 台湾住友商事会社
高雄支店長(高雄)

アジア大洋州住友商事グループ(カラチ)
アジア大洋州住友商事会社
カラチ事務所長

Jin Saye Kwek アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・エネルギーユニット(シンガポー
ル)
アジア大洋州住友商事会社ＣＯＯ

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・エネルギーユニット(シンガポー
ル)
アジア大洋州住友商事会社

西﨑 浩司 アジア大洋州住友商事グループ(カラチ)
アジア大洋州住友商事会社
カラチ事務所長

鋼材事業部参事
住商メタルワン鋼管(株)

相原 堂秀 中東・アフリカ住友商事グループ
中東・アフリカ自動車・タイヤ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社
サウジアラビア住友商事会社
トルコ住友商事会社
アフリカ住友商事会社

フリートマネジメント第一部長



氏　名 新分掌 現分掌
滝口 勝士 中東・アフリカ住友商事グループ

中東・アフリカインフラ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社
イラン住友商事会社
サウジアラビア住友商事会社
トルコ住友商事会社
(株)サミット・グローバル・パワー

海外インフラ事業部長

坂本 努 米州住友商事グループ
社会インフラ部門長(ニューヨーク)
米州住友商事会社

中東・アフリカ住友商事グループ
中東・アフリカインフラ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社
イラン住友商事会社
サウジアラビア住友商事会社
トルコ住友商事会社
(株)サミット・グローバル・パワー

Monique Afonso
Seabra

米州住友商事グループ
エネルギービジネス部門(リオデジャネイロ)
米州エネルギーイノベーション・イニシアチブ
ブラジル住友商事会社
リオデジャネイロ支店長

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ(リオデジャネイロ)
米州エネルギーイノベーション・イニシアチブ
ブラジル住友商事会社
リオデジャネイロ支店

Ⅱ．異動の理由

　経営体制の変更のため。

Ⅲ．機構改正

　別紙①の通り、機構改正を行う。



別紙① 

機構改正 （対象組織のみ） 

 

コーポレート部門 （４月１日付）     

 

内部統制・内部監査統括責任者を新設し、傘下に内部監査部を置くとともに、内部統制推進部を新設する。 

 

 

エネルギーイノベーション･イニシアチブ （２月１日付）    

 

インドネシア EX 部を新設する。 

 

 

米州総支配人 （４月１日付）    

（※）新組織のうち、本件お知らせに関連する組織は太字・下線 

 

（旧）            （新） 

 

≪米州住友商事グループ≫                 ≪米州住友商事グループ≫  

内部監査グループ 内部監査グループ 

コーポレートコーディネーショングループ 

ワシントンオフィス   CSO オフィス 

コミュニケーション＆サステナビリティ推進グループ 

財務・経理グループ                          CFO オフィス 

リスクマネジメントグループ 

法務グループ                               CAO オフィス 

人材グループ                               CPO オフィス 

事業開発グループ 

デジタルトランスフォーメーショングループ             デベロップメント・イノベーション部門 

コーポレートベンチャーキャピタルグループ 

メディア・デジタル事業グループ 

鋼管グループ                               エネルギービジネス部門 

エネルギーグループ  

化学品・エレクトロニクスグループ                  自動車ビジネス部門 

鋼材・非鉄金属グループ 

自動車グループ  

インフラグループ                            社会インフラ部門 

物流グループ 

食料・ライフスタイルグループ                    食料・農業部門 

建機輸送機グループ                         建機輸送機部門 

生活資材・不動産グループ                     不動産部門 

資源グループ                              資源部門 

米州エネルギーイノベーション・                   米州エネルギーイノベーション・ 

イニシアチブ                                 イニシアチブ 



【参考資料】

Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　：　４６名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  <◎印：代表取締役兼務執行役員>

<○印：６月株主総会日付 代表取締役就任予定の執行役員>

役　位 氏　名 分　掌

社長執行役員 兵頭　誠之 ＣＥＯ
(※) ◎

上野　真吾
（金属事業部門、資源・化学品事業部門およびエネルギー
イノベーション・イニシアチブ管掌）

○

清島　隆之

コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員

ＣＡＯ・ＣＣＯ
(※)

◎

専務執行役員
（６名）

中島　正樹 メディア・デジタル事業部門長

諸岡　礼二

コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員

ＣＦＯ
(※)

◎

坂本　好之 資源・化学品事業部門長

竹田　光宏
メディア･デジタル事業部門参事
JCOM(株)

東野　博一

コーポレート部門
企画担当役員

ＣＳＯ・ＣＩＯ
(※)

◎

犬伏　勝也 金属事業部門長

常務執行役員
（１７名） 塩見　圭吾

アジア大洋州総支配人
アジア大洋州住友商事グループＣＥＯ
アジア大洋州住友商事会社社長

塩見　勝
輸送機・建機事業部門参事
三井住友ファイナンス＆リース(株)

中村　家久
欧州・ＣＩＳ総支配人
欧州・ＣＩＳ住友商事グループＣＥＯ
欧州住友商事会社社長

野中　紀彦 輸送機・建機事業部門長

加藤　真一
米州総支配人補佐
米州住友商事会社
TBC Corporation

向田　良徳
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐（財務担
当）

和田　知徳
米州総支配人
米州住友商事グループＣＥＯ
米州住友商事会社社長

森　肇
中東・アフリカ総支配人
中東・アフリカ住友商事グループＣＥＯ兼ＣＯＯ 
中東住友商事会社社長

本多　之仁 インフラ事業部門長

為田　耕太郎 生活・不動産事業部門長

有友　晴彦

東アジア総代表
中国住友商事グループＣＥＯ
上海住友商事会社
中国住友商事会社社長

吉田　伸弘
国内担当役員
関西支社長

小池　浩之
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＥＶＰ兼ＣＦＯ兼ＣＤⅠＯ
米州住友商事会社副社長兼ＣＦＯ

尾﨑　務 メディア・デジタル事業部門長付

住田　孝之

コーポレート部門
企画担当役員補佐
エネルギーイノベーション･イニシアチブ企画･戦略部
住友商事グローバルリサーチ(株)

麻生　浩司 エネルギーイノベーション・イニシアチブリーダー

佐藤　仁彦
内部統制・内部監査統括責任者
内部監査部長

(※)　CEO（Chief Executive Officer）、CAO（Chief Administration Officer）、　CCO（Chief Compliance Officer）
　　　CFO（Chief Financial Officer）、CSO（Chief Strategy Officer）、CIO（Chief Information Officer）

副社長
執行役員
（２名）



役　位 氏　名 分　掌

執行役員
（２０名）

石田　英二
輸送機・建機事業部門参事
三井住友ファイナンス＆リース(株)

山名　宗
インフラ事業部門参事
住友商事マシネックス(株)

田村　達郎

欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
欧州・ＣＩＳ住友商事グループDeputyＣＥＯ兼ＣＦＯ
欧州・ＣＩＳコーポレート部門長
欧州住友商事会社ＣＦＯ

渡辺　一正 メディア事業本部長

横濱　雅彦 金属業務部長

氏本　祐介
メディア･デジタル事業部門参事
JCOM(株)

竹野　浩樹 ライフスタイル事業本部長

上野　忠之
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネ
ジメント担当)

吉田　安宏
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(経理担当)

辛島　裕
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
インドネシア住友商事会社社長

日下　貴雄 リース・船舶・航空宇宙事業本部長

村田　大明 建設不動産本部長

富田　亜紀
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(総務・法務担当)
コンプライアンス推進部長

岩波　剛太
国内担当役員補佐
中部支社長

米津　暢康
エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリーダー
インドネシアEX部長

北島　誠二
エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリーダー
企画・戦略部長

竹中　英介 経営企画部長

巽　達志 ＣＤＯ
（※）

メディア・デジタル事業部門長補佐

荒牧　俊一 デジタル事業本部長

中澤　佳子
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐(人事担当)

(※)　CDO（Chief Digital Officer）



Ⅱ．６月定時株主総会日以降の取締役会　：　１１名

氏　　名

取締役会長 中村　邦晴

代表取締役 兵頭　誠之

代表取締役 上野　真吾

代表取締役 清島　隆之

代表取締役 諸岡　礼二

代表取締役 東野　博一

社外取締役 岩田　喜美枝

社外取締役 山﨑　恒

社外取締役 井手　明子

社外取締役 御立　尚資

社外取締役 高原　豪久

Ⅲ．６月定時株主総会日以降の監査役会　：　５名

氏　　名

常任監査役 御子神　大介

監査役 坂田　一成

社外監査役 永井　敏雄

社外監査役 加藤　義孝

社外監査役 長嶋　由紀子



Ⅳ．４月１日付 新任執行役員／６月定時株主総会付議予定 新任代表取締役、取締役及び監査役候補者の経歴書

４月１日付 新任執行役員

岩波 剛太 （いわなみ　ごうた）

（本年 58 歳）

慶應義塾大学 法学部卒

1988年 4月 当社入社　

2014年 6月 自動車アジア・中東阿第一部長

2014年 7月 自動車流通事業第二部長

2017年 4月 理事

自動車事業第二本部副本部長

2018年 4月 理事

自動車流通事業本部長

2021年 4月 理事

モビリティ事業第一本部長

2022年 4月 理事（名古屋）

国内担当役員補佐

中部支社長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1964年7月31日 生

【 最 終 学 歴 】 1988年



４月１日付 新任執行役員

米津 暢康 （よねづ　のぶやす）

（本年 54 歳）

立命館大学 経済学部卒

1992年 4月 当社入社

2017年 4月 電力ＥＰＣ第一部長

2019年 4月 電力インフラ事業本部長付(バタン)

2021年 4月 理事（バタン）

電力インフラ事業本部長付

2023年 1月 理事

電力インフラ事業本部長付

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1968年7月24日 生

【 最 終 学 歴 】 1992年



４月１日付 新任執行役員

北島 誠二 （きたじま　せいじ）

（本年 54 歳）

慶應義塾大学 経済学部卒

1992年 4月 当社入社

2017年 7月 インフラ事業開発部長

2018年 3月 インフラ事業開発部長

兼 (株)サミット・グローバル・パワー出向

2018年 4月 海外インフラ事業部長

兼 (株)サミット・グローバル・パワー出向

2018年 11月 欧州住友商事グループ

欧州インフラ事業部門長(ロンドン)

欧州住友商事会社

2021年 4月 理事

エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリーダー

エネルギーイノベーション・イニシアチブ 企画・戦略部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1969年2月26日 生

【 最 終 学 歴 】 1992年



４月１日付 新任執行役員

竹中 英介 （たけなか　えいすけ）

（本年 53 歳）

大阪外国語大学 外国語学部卒

1993年 4月 当社入社

2013年 10月 ジャカルタ・プロジェクト統括事務所長(ジャカルタ)

2018年 4月 電力事業第三部長

兼 スミエナジー・ベンチャーズ合同会社出向

2019年 4月 電力事業第三部長

兼 電力ＥＰＣ第一部長

兼 スミエナジー・ベンチャーズ合同会社出向

2020年 4月 電力インフラ第七部長

兼 電力インフラ第八部長

兼 スミエナジー・ベンチャーズ合同会社出向

2021年 4月 理事

電力インフラ第七部長

電力インフラ第八部長

スミエナジー・ベンチャーズ合同会社出向

2022年 4月 理事

経営企画部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1970年3月27日 生

【 最 終 学 歴 】 1993年



４月１日付 新任執行役員

巽 達志 （たつみ　たつし）

（本年 52 歳）

早稲田大学 政治経済学部卒

1993年 4月 当社入社

2020年 4月 経営企画部副部長

2021年 4月 理事

経営企画部副部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1971年1月19日 生

【 最 終 学 歴 】 1993年



４月１日付 新任執行役員

荒牧 俊一 （あらまき　しゆんいち）

（本年 51 歳）

早稲田大学（修士） 理工学部卒

1996年 4月 当社入社

2018年 4月 デジタルソリューション事業部長

兼 新事業投資部長

2019年 4月 デジタル事業企画部長

2021年 4月 理事

デジタル事業本部長補佐

デジタル事業企画部長

2022年 4月 理事

デジタル事業本部長

新事業投資部長

2022年 10月 理事

デジタル事業本部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1972年1月19日 生

【 最 終 学 歴 】 1996年



４月１日付 新任執行役員

中澤 佳子 （なかざわ　よしこ）

（本年　45歳）

慶應義塾大学 総合政策学部卒

2000年 4月 凸版印刷株式会社入社

2001年 8月 タワーズペリンフォースターアンドクロスビー（現ウイリス・タワーズワトソン ）

2006年 3月 株式会社新生銀行 

2012年 7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 

2013年 3月 グラクソ・スミスクライン株式会社 

2018年 11月 ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社 

人事部長 兼 Head of Human Resources, North Asia

2020年 7月 シーメンスヘルスケア株式会社 ヒューマンリソーシス本部　本部長

2022年 10月 同社　執行役員

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1977年10月21日 生

【 最 終 学 歴 】 2000年



６月定時株主総会付議予定 新任代表取締役候補者

上野 真吾 （うえの　しんご）

（本年 63 歳）

慶應義塾大学 商学部卒

1982年 4月 当社入社

2004年 4月 欧州住友商事グループ 鋼管部門長(ロンドン)

欧州住友商事会社

2007年 6月 鋼管本部長補佐

2007年 11月 油井管事業部長

2010年 4月 理事(ヒューストン)

北米住友商事グループ 北米鋼管グループ長

米国住友商事会社　ヒューストン店長

米州総支配人補佐

2013年 4月 執行役員

エネルギー本部長

2016年 4月 常務執行役員

資源･化学品事業部門長補佐

資源･化学品業務部長

エネルギー本部長

2017年 4月 常務執行役員(ニューヨーク)

米州総支配人

米州住友商事グループＣＥＯ

米州住友商事会社社長

2018年 4月 専務執行役員(ニューヨーク)

米州総支配人

米州住友商事グループＣＥＯ

米州住友商事会社社長

2019年 4月 専務執行役員

資源･化学品事業部門長

2021年 4月 副社長執行役員

金属事業部門長

資源･化学品事業部門長

エネルギーイノベーション･イニシアチブリーダー

2022年 4月 副社長執行役員

（金属事業部門および資源･化学品事業部門管掌）

エネルギーイノベーション･イニシアチブリーダー

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1959年11月21日 生

【 最 終 学 歴 】 1982年



６月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者

（たかはら　たかひさ）

成城大学 経済学部卒

株式会社三和銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行

ユニ・チャーム株式会社 入社

同社 取締役

野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現職）2021年 6月

1998年 4月 同社 常務取締役 サニタリー事業本部長

2001年 6月

2004年 6月

同社 代表取締役社長

同社 代表取締役 社長執行役員（現職）

2015年 6月 カルビー株式会社 社外取締役（現職）

（本年 61歳）

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 最 終 学 歴 】

【 略 歴 】

【 生 年 月 日 】

高原　豪久

1961年7月12日 生

同社 常務取締役 経営戦略担当

同社 取締役 購買本部長兼国際本部副本部長

1986年 4月

1996年 4月

1986年

1995年 6月

1991年 4月

2000年 10月

1997年 6月 同社 常務取締役



６月定時株主総会付議予定 新任監査役候補者

御子神 大介 （みこがみ　だいすけ）

（本年 63 歳）

東京大学 工学部卒

1983年 4月 当社入社

2006年 4月 ケーブルテレビ事業部長

2011年 4月 理事

メディア事業本部長

2013年 4月

2013年 10月

2014年 4月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2019年 4月

2022年 4月

理事

(株)ジュピターテレコム（現:JCOM(株)）取締役副社長理事

(株)ジュピターテレコム（同上）取締役副社長執行役員

執行役員

(株)ジュピターテレコム（同上）取締役副社長執行役員

常務執行役員

メディア･生活関連事業部門長補佐

常務執行役員

ＳＣＳＫ(株)顧問

常務執行役員

ＳＣＳＫ(株)代表取締役副社長執行役員

常務執行役員(上海)

東アジア総代表

中国住友商事グループＣＥＯ

上海住友商事会社

中国住友商事会社社長

専務執行役員（上海）

東アジア総代表

中国住友商事グループＣＥＯ

上海住友商事会社

中国住友商事会社社長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1959年7月7日 生

【 最 終 学 歴 】 1983年




