
ファイル名:表紙.doc 更新日時:12/21/2006 4:19:00 PM 印刷日時:06/12/21 17:33 

 

 

訂 正 報 告 書 
 

 

   

 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 

住友商事株式会社

 

 

 (401047) 

本書は訂正報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 2006年6月23日に提出いたしました第138期（自 2005年4月1日 至 2006年3月31日）有価証券報告書の記載事項 

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ 

ります。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

５ 役員の状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 

 

 第一部 【企業情報】 

  第４ 【提出会社の状況】 

   ５ 【役員の状況】 

 （訂正前） 

 （訂正後） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

 代表取締役 

副社長執行役員 

 機電事業部門 

 長 

 廣 瀬 修 二  1943年 8月 6日  1966年 4月 

  

  

  

 1996年 6月 

  

  

  

 2000年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

 2005年 4月 

 2006年 4月 

  

 当社入社 

 自動車第九部長、自動車第六部長、 

 米国住友商事会社デトロイト支店長 

 を経て 

 取締役就任 電力・情報通信プロジ 

 ェクト本部副本部長、船舶・プラン 

 ト・車両本部副本部長、輸送機本部 

 長を経て 

 常務取締役就任 機電第一部門統括 

 役員補佐・輸送機本部長、輸送機・ 

 建機事業部門副事業部門長、輸送 

 機・建機事業部門長を経て 

 取締役 専務執行役員就任 

 取締役 副社長執行役員就任 

 取締役 副社長執行役員 

 機電事業部門長（現職） 

47  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

 代表取締役 

副社長執行役員 

 機電事業部門 

 長 

 廣 瀬 修 二  1943年 8月 6日  1966年 4月 

  

  

  

 1996年 6月 

  

  

  

 2000年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

 2005年 4月 

 2006年 4月 

  

 当社入社 

 自動車第九部長、自動車第六部長、 

 米国住友商事会社デトロイト支店長 

 を経て 

 取締役就任 電力・情報通信プロジ 

 ェクト本部副本部長、船舶・プラン 

 ト・車両本部副本部長、輸送機本部 

 長を経て 

 常務取締役就任 機電第一部門統括 

 役員補佐・輸送機本部長、輸送機・ 

 建機事業部門副事業部門長、輸送 

 機・建機事業部門長を経て 

 取締役 専務執行役員就任 

 取締役 副社長執行役員就任 

 取締役 副社長執行役員 

 機電事業部門長（現職） 

 （主要な兼職）  

 ㈱大島造船所 代表取締役副社長 

47  
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 （訂正前） 

 （訂正後） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

代表取締役 

常務執行役員  

 輸送機・建機 

 事業部門長 

大 森 一 夫  1948年11月11日  1971年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

  

 2005年 4月 

  

  

  

 2006年 6月 

 当社入社 

 交通プロジェクト部長、船舶事業部 

 長、船舶・航空宇宙・車輌事業本部 

 長を経て 

 執行役員就任 船舶・航空宇宙・車 

 輌事業本部長 

 常務執行役員就任 輸送機・建機事 

 業部門長補佐、船舶・航空宇宙・車 

 輌事業本部長、輸送機・建機事業部 

 門長を経て 

 取締役 常務執行役員就任（現職） 

 （主要な兼職）  

 ㈱大島造船所 代表取締役副社長 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

代表取締役 

常務執行役員  

 輸送機・建機 

 事業部門長 

大 森 一 夫  1948年11月11日  1971年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

  

 2005年 4月 

  

  

  

 2006年 6月 

 当社入社 

 交通プロジェクト部長、船舶事業部 

 長、船舶・航空宇宙・車輌事業本部 

 長を経て 

 執行役員就任 船舶・航空宇宙・車 

 輌事業本部長 

 常務執行役員就任 輸送機・建機事 

 業部門長補佐、船舶・航空宇宙・車 

 輌事業本部長、輸送機・建機事業部 

 門長を経て 

 取締役 常務執行役員就任（現職） 
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 （訂正前） 

 （訂正後） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

代表取締役 

専務執行役員 

 資源・エネル

ギー事業部門長 

品 川 道 久  1949年 1月 1日  1971年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

  

 2004年 4月 

  

  

  

 2005年 6月 

 2006年 4月 

 当社入社 

 石油製品供給部長、石油第一部長、 

 液化ガス部長、燃料本部長、    

 エネルギー第一本部長を経て 

 執行役員就任 エネルギー第一本部 

 長 

 常務執行役員就任 資源・エネルギ 

 ー事業部門長補佐、エネルギー第一 

 本部長、資源・エネルギー事業部門 

 長を経て 

 取締役 常務執行役員就任 

 取締役 専務執行役員就任（現職） 

 （主要な兼職）  

 国際石油開発㈱ 取締役 

18  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(千株) 

代表取締役 

専務執行役員 

 資源・エネル

ギー事業部門長 

品 川 道 久  1949年 1月 1日  1971年 4月 

  

  

  

 2003年 4月 

  

 2004年 4月 

  

  

  

 2005年 6月 

 2006年 4月 

 当社入社 

 石油製品供給部長、石油第一部長、 

 液化ガス部長、燃料本部長、    

 エネルギー第一本部長を経て 

 執行役員就任 エネルギー第一本部 

 長 

 常務執行役員就任 資源・エネルギ 

 ー事業部門長補佐、エネルギー第一 

 本部長、資源・エネルギー事業部門 

 長を経て 

 取締役 常務執行役員就任 

 取締役 専務執行役員就任（現職） 

 （主要な兼職）  

 国際石油開発帝石ホールディングス 

 ㈱ 監査役 

18  
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