
2022年1月14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 東証第1部）
 問合せ先　広報部長　平野 竜一郎

（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、

下記の通りお知らせいたします。

併せ、２０２２年度に実施する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） ５名

２）昇任執行役員（４月１日付） ９名

３）退任執行役員（３月３１日付） ４名

４）重任執行役員（４月１日付） ４３名

５）執行役員の分掌変更（４月１日付）

６）代表取締役の分掌変更（４月１日付）

７）新任代表取締役・取締役（６月定時株主総会付議予定） ２名

８）退任代表取締役・取締役（６月定時株主総会日付） ２名

９）重任取締役（６月定時株主総会付議予定） ９名

１０）新任監査役（６月定時株主総会付議予定） １名

１１）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 １8名

２ ）  理事の分掌変更

 ３．関連人事（４月１日付）

Ⅱ．異動の理由

Ⅲ．機構改正（４月１日付）

【参考資料】

Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　 ４８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）　：　５名

氏　名 新分掌 現分掌

佐藤　仁彦 執行役員
内部監査部長

理事
内部監査部長

辛島　裕 執行役員(ジャカルタ)
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

理事(ジャカルタ)
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 執行役員
リース・船舶・航空宇宙事業本部長

理事
輸送機･建機業務部長
輸送機･建機事業部門長付

村田　大明 執行役員
建設不動産本部長

理事
生活資材･不動産本部長

富田　亜紀 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

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

２） 昇任執行役員（４月１日付）　：　９名

氏　名 新分掌 現分掌

御子神　大介 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

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

諸岡　礼二 専務執行役員
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)

常務執行役員
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)

坂本　好之 専務執行役員
資源・化学品事業部門長

常務執行役員
資源･化学品事業部門副事業部門長

加藤　真一 常務執行役員(ウエストパームビーチ)
米州総支配人補佐
米州住友商事会社
TBC Corporation

執行役員(ウエストパームビーチ)
米州総支配人補佐
米州住友商事会社
TBC Corporation

向田　良徳 常務執行役員
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）

執行役員
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)
財務部長

和田　知徳 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

執行役員(ジュネーブ)
生活･不動産事業部門参事
Summit Fresh Produce Switzerland SA

森　肇 常務執行役員(ドバイ)
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

執行役員
エネルギー本部長
エネルギーイノベーション･イニシアチブサブリー
ダー



氏　名 新分掌 現分掌

本多　之仁 常務執行役員
インフラ事業部門長

執行役員
鋼管本部長

為田　耕太郎 常務執行役員
生活・不動産事業部門長

執行役員
経営企画部長

３） 退任執行役員（３月３１日付）　：　４名

氏　名 新分掌（４月１日付） 現分掌

秋元　勉 顧問 専務執行役員
インフラ事業部門長

石田　將人 退任
（4/1付 (株)ティーガイア 代表取締役社長就任）

常務執行役員
メディア･デジタル事業部門参事
(株)ティーガイア

安藤　伸樹 顧問 常務執行役員
生活･不動産事業部門長

坂田　一成 顧問 執行役員
金属事業部門参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

４） 重任執行役員（４月１日付）　：　４３名

現在の執行役員４７名のうち、３月３１日付で退任予定の秋元 勉氏、石田 將人氏、安藤 伸樹氏、

坂田 一成氏の４名を除く４３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

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

岡　省一郎 専務執行役員
社長付

専務執行役員
輸送機･建機事業部門長

中島　正樹 専務執行役員
メディア・デジタル事業部門長

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

中村　家久 常務執行役員(ロンドン)
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

常務執行役員(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人
欧州住友商事ホールディング会社会長

芳賀　敏 常務執行役員
メディア・デジタル事業部門長補佐

常務執行役員
メディア･デジタル事業部門長補佐
デジタル事業本部長

佐藤　計 常務執行役員
生活・不動産事業部門長補佐

常務執行役員
生活･不動産事業部門長補佐
食料事業本部長

野中　紀彦 常務執行役員
輸送機・建機事業部門長

常務執行役員
インフラ事業部門長補佐
インフラ業務部長



氏　名 新分掌 現分掌
東野　博一 常務執行役員

コーポレート部門
企画担当役員

ＣＳＯ・ＣＩＯ
(※)

常務執行役員
生活･不動産事業部門副事業部門長
生活･不動産業務部長

犬伏　勝也 常務執行役員
金属事業部門長

常務執行役員
金属事業部門副事業部門長

松﨑　治夫 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

執行役員
資源第二本部長

石田　英二 執行役員
輸送機・建機事業部門長付

執行役員
リース･船舶･航空宇宙事業本部長

小池　浩之 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

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
米州住友商事会社副社長 兼 ＣＦＯ

山名　宗 執行役員
インフラ事業部門参事
住友商事マシネックス(株)

執行役員(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州･ＣＩＳ支配人
欧州･ＣＩＳ住友商事グループＣＥＯ
欧州住友商事ホールディング会社社長
欧州住友商事会社社長

田村　達郎 執行役員（ロンドン）
欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
欧州・ＣＩＳ住友商事グループ
Deputy ＣＥＯ 兼 ＣＦＯ
欧州・ＣＩＳコーポレート部門長
欧州住友商事会社ＣＦＯ

執行役員(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州･ＣＩＳ住友商事グループ
欧州･ＣＩＳコーポレート部門長
欧州住友商事会社

渡辺　一正 執行役員
メディア事業本部長
メディア・エンターテインメント事業部長

執行役員
メディア事業本部長

横濱　雅彦 執行役員
金属業務部長

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
中国金属部門長
上海住友商事会社社長

麻生　浩司 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

執行役員
建設機械事業本部長

竹野　浩樹 執行役員
ライフスタイル事業本部長

執行役員
ライフスタイル･リテイル事業本部長

(※) CSO（Chief Strategy Officer）、CIO（Chief Information Officer）

６） 代表取締役の分掌変更（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
南部　智一 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）

代表取締役　副社長執行役員
メディア･デジタル事業部門長
ＣＤＯ

山埜　英樹 取締役 専務執行役員(東京)
メディア・デジタル事業部門参事
ＳＣＳＫ(株)

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

(※) CDO（Chief Digital Officer）



７） 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
東野　博一

所有株式数
23,100株

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

常務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員
ＣＳＯ・ＣＩＯ

御立　尚資 取締役(社外)就任

８） 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
山埜　英樹 退任

（ＳＣＳＫ株主総会日付
　ＳＣＳＫ(株)代表取締役 執行役員 会長
　最高経営責任者就任）

取締役 専務執行役員(東京)
メディア・デジタル事業部門参事
ＳＣＳＫ(株)

江原　伸好 退任 取締役(社外)

９） 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、退任予定の山埜 英樹氏および江原 伸好氏を除く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、石田 浩二氏、岩田 喜美枝氏、山﨑 恒氏、

井手 明子氏、御立 尚資氏の６名を除く、兵頭 誠之氏、南部 智一氏、清島 隆之氏、塩見 勝氏、東野 博一氏の

５名を代表取締役とする。

１０） 新任監査役（６月定時株主総会付議予定）　：　１名

坂田　一成　

１１） 退任監査役（６月定時株主総会日付）　：　１名

村井　俊朗



２．理事人事（４月１日付）

１）　新任理事　：　１８名

氏　名 新分掌 現分掌
大野　茂樹 理事(大阪)

国内担当役員補佐
国内業務企画部長
関西支社副支社長

サステナビリティ推進部長

西條　浩史 理事
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員付
住友 EXPO2025 推進委員会

コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員付
住友 EXPO2025 推進委員会

長谷川　真一 理事（ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事会社

米州住友商事グループ
米州インフラグループ(サンパウロ)
ブラジル住友商事会社

三宅　隆介 理事
モビリティ事業第一本部副本部長
自動車流通事業第一部長

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州自動車事業第二ユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社
スミ・タイ・インターナショナル会社

山根　正裕 理事
コーポレート部門
企画担当役員付

インベスターリレーションズ部長

籾井　充 理事
リスクマネジメント第二部長

リスクマネジメント第二部長

長澤　修一 理事
広報部長

メディア・エンターテインメント事業部長

高山　宜典 理事
インベスターリレーションズ部長

資源･化学品業務部副部長

堀越　卓朗 理事(ニューデリー)
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
インド住友商事会社社長

アジア大洋州住友商事グループ(ニューデリー)
インド住友商事会社社長

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

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材ユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社
スミ・タイ・インターナショナル会社

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
米州建機輸送機グループ長
米州住友商事会社

建機レンタル事業部長

角谷　真司 理事
ライフスタイル事業本部長補佐
リテイル事業第一部長

リテイル事業第一部長

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
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

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(シンガポール)
アジア大洋州住友商事会社

若杉　伸一郎 理事
輸送機･建機業務部長

米州住友商事グループ
米州自動車グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社



氏　名 新分掌 現分掌
髙橋　邦昌 理事

メディア事業本部参事
JCOM(株)

ケーブルテレビ事業部参事
JCOM(株)

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
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

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ長(ヒューストン)
米州住友商事会社
ヒューストン店長

水無瀬　淳 理事
電力インフラ第一部長

電力インフラ第一部長

遠藤　宏治 理事
エネルギー本部長
エネルギーイノベーション･イニシアチブサブリー
ダー

電力インフラ第三部長
電力インフラ第四部長
(株)サミット・グローバル・パワー

２）　理事の分掌変更

氏　名 新分掌 現分掌
幸田　昌之 理事

輸送機･建機事業部門長付
理事(名古屋)
国内担当役員補佐
中部支社長

村上　宏 理事
鋼材本部参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

理事
金属業務部長

岩波　剛太 理事(名古屋)
国内担当役員補佐
中部支社長

理事
モビリティ事業第一本部長

諸星　正樹 理事
モビリティ事業第一本部長

理事
鋼材本部長
鋼材事業部長

三原　慶一 理事
インフラ業務部長

理事
電力インフラ事業本部長
エネルギーイノベーション･イニシアチブサブリー
ダー

青嶋　聡 理事(ドバイ)
中東・アフリカ総支配人補佐
中東・アフリカ住友商事グループ
Deputy CEO 兼 CFO
中東・アフリカコーポレート部門長
中東住友商事会社CFO

理事(ドバイ)
中東･アフリカ支配人補佐
中東･アフリカ住友商事グループ
中東･アフリカコーポレート部門長
中東住友商事会社

日向　健一 理事
建設機械事業本部長

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

齊田　忠勇 理事（ヨハネスブルグ）
中東・アフリカ総支配人補佐
アフリカ支配人
中東・アフリカ住友商事グループDeputy CEO
アフリカ住友商事会社社長

理事(ヨハネスブルグ)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
中東･アフリカ支配人補佐(アフリカ担当)
アフリカ住友商事会社社長

宇野　正人 理事
ライフサイエンス本部長
アグリサイエンス部長

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
アジア大洋州化学品･エレクトロニクスユニット長
アジア大洋州住友商事会社
＜シンガポールユニット長＞



氏　名 新分掌 現分掌
藤　浩蔵 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
＜シンガポールユニット長＞

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

銕　智明 理事(サンパウロ)
南米副支配人
ブラジル住友商事会社

理事
ライフサイエンス本部長
アグリサイエンス部長

津田　和明 理事
鋼材本部長
鋼材事業部長

理事
鋼材本部副本部長
住友商事グローバルメタルズ(株)

吉村　雅弘 理事
鋼管本部長

理事(ドバイ)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
中東･アフリカ支配人
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

谷口　晃一 理事
電力インフラ事業本部長

理事(ハノイ)
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
ベトナム住友商事会社社長

仁木　毅 理事
生活･不動産業務部長
ライフスタイル事業本部長補佐

理事(サンタクララ)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＣＢＤＯ
米州コーポレートベンチャーキャピタルグループ長
米州住友商事会社
シリコンバレー店長

新田　臣平 理事
資源第二本部長

理事
鉄鋼原料部長

野口　剛史 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

理事
社会インフラ事業本部長補佐
PFI推進部長

竹中　英介 理事
経営企画部長

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

矢崎　耕一郎 理事
資源第一本部副本部長
ニッケル･コバルト事業部長

理事
ニッケル･コバルト事業部長

藤川　英大 理事(ハノイ)
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
ベトナム住友商事会社社長

理事
交通･輸送インフラ事業部長
住友商事パワー＆モビリティ(株)

荒牧　俊一 理事
デジタル事業本部長
デジタル事業企画部長

理事
デジタル事業本部長補佐
デジタル事業企画部長



３．関連人事（４月１日付）

氏　名 新分掌 現分掌
簑原　友康 財務部長 中国住友商事グループ(香港)

香港住友商事会社社長

平野　竜一郎 鋼材本部長付 広報部長

檜原　宏一郎 建機レンタル事業部長 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州リース･船舶･建設機械ユニット
(シンガポール)
Aver Asia (S) Pte. Ltd.

西尾　英之 交通･輸送インフラ事業部長
住友商事パワー＆モビリティ(株)

交通・輸送インフラ事業部長付

服部　則之 PFI推進部長 欧州･ＣＩＳ住友商事グループ
欧州･ＣＩＳインフラ事業部門（ロンドン）
欧州住友商事会社

藤岡　裕之 電力インフラ第三部長 電力インフラ第三部副部長

入江　修 電力インフラ第四部長
(株)サミット・グローバル・パワー

電力インフラ第五部長付

吉川　久秀 鉄鋼原料部長 鉄鋼原料部長付

岡田　卓也 嘱託
エネルギー本部参事
(株)エネサンスホールディングス

嘱託(ソウル)
東アジア総代表補佐
韓国住友商事会社社長
釜山支店長

衛藤　秀則 無機化学品部長 基礎化学品･エレクトロニクス本部参事
（名古屋）
住友商事ケミカル(株)

亀山　経一郎 嘱託(大阪)
国内担当役員補佐

嘱託(大阪)
国内担当役員補佐
国内業務企画部長
関西支社副支社長

小島　章敬 中国住友商事グループ(香港)
香港住友商事会社社長

リース･船舶･航空宇宙事業本部長付

大橋　乃介 嘱託(ソウル)
東アジア総代表補佐
韓国住友商事会社社長
釜山支店長

嘱託(モスクワ)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州･ＣＩＳ支配人補佐（ＣＩＳ担当)
ＣＩＳ住友商事会社社長

金本　圭司 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材ユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社
スミ・タイ・インターナショナル会社

鋼材事業部参事
住友商事グローバルメタルズ(株)

田口　貴博 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州自動車事業第二ユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社
スミ・タイ・インターナショナル会社

MaaS for Business事業部長付

田中　隆志 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州化学品･エレクトロニクスユニット長(シ
ンガポール)
アジア大洋州住友商事会社

無機化学品部長

高市　真吾 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

経営企画部長付



氏　名 新分掌 現分掌
栗林　亘 米州住友商事グループ

米州コーポレートベンチャーキャピタルグループ長
(サンタクララ)
米州メディア・デジタル事業グループ
米州住友商事会社
シリコンバレー店長
Presidio Ventures, Inc.

米州住友商事グループ
米州メディア・デジタル事業グループ
(サンタクララ)
米州住友商事会社
Presidio Ventures, Inc.

久保　広志 米州住友商事グループ
米州自動車グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社

自動車流通事業第一部長

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 

 

2022年 4月 1日付 機構改正 

（対象組織のみ） 

 

（旧）      （新） 

 

 

生活・不動産事業部門    生活・不動産事業部門 

 
ライフスタイル・リテイル事業本部 ライフスタイル事業本部 
 
食料事業本部 
 
生活資材・不動産本部 建設不動産本部 
 
 
 
欧阿中東CIS      

 
欧阿中東 CIS 総支配人、欧州・CIS 支配人、中東・アフリカ支配人を廃止し、 
欧州・CIS 総支配人、中東・アフリカ総支配人、CIS 支配人、アフリカ支配人を設置する。 



【参考資料】

Ⅰ．４月１日以降の執行役員体制　：　４８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
(※) ◎

南部　智一
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）

◎

上野　真吾
（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

専務執行役員
（７名）

岡　省一郎 社長付

山埜　英樹
メディア・デジタル事業部門参事
ＳＣＳＫ(株)

清島　隆之
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員

ＣＡＯ・ＣＣＯ
(※)

◎

中島　正樹 メディア・デジタル事業部門長

御子神　大介

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

諸岡　礼二
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)

坂本　好之 資源・化学品事業部門長

常務執行役員
（１７名） 田中　惠次

国内担当役員
関西支社長

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
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
(※)

◎

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

芳賀　敏 メディア・デジタル事業部門長補佐

佐藤　計 生活・不動産事業部門長補佐

野中　紀彦 輸送機・建機事業部門長

仲野　真司
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)

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
(※)

〇

犬伏　勝也 金属事業部門長

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）

(※)　CEO（Chief Executive Officer）、CDO（Chief Digital 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

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

執行役員
（２１名）

松﨑　治夫　

欧州・ＣＩＳ総支配人補佐
ＣＩＳ支配人
欧州・ＣＩＳ住友商事グループDeputyＣＥＯ
ＣＩＳ住友商事会社社長

有友　晴彦 資源第一本部長

石田　英二 輸送機・建機事業部門長付

吉田　伸弘
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
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 メディア･デジタル業務部長

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
メディア・エンターテインメント事業部長

横濱　雅彦 金属業務部長

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
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

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)
主計部長

佐藤　仁彦 内部監査部長

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



役　位 氏　名 分　掌

村田　大明 建設不動産本部長

富田　亜紀

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

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 南部　智一

代表取締役 清島　隆之

代表取締役 塩見　勝

代表取締役 東野　博一

社外取締役 石田　浩二

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

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 細野　充彦

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、取締役および監査役候補者の経歴書

４月１日付 新任執行役員

佐藤 仁彦 （さとう　きみひこ）

（本年 60 歳）

慶應義塾大学 法学部卒

1986年 4月 当社入社

2016年 4月 理事(ロンドン)

欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐

欧州住友商事グループ 欧州コーポレート部門長

欧州住友商事会社

2019年 4月 理事

リスクマネジメント第三部長

2021年 4月 理事

内部監査部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1962年8月3日 生

【 最 終 学 歴 】 1986年



４月１日付 新任執行役員

辛島 裕 （からしま　ひろし）

（本年 57 歳）

九州大学 経済学部卒

1989年 4月 当社入社

2014年 4月 交通・輸送インフラ事業部長

2016年 4月 アジア大洋州住友商事グループ

アジア大洋州輸送機・建機システムユニット長(ハノイ)

ベトナム住友商事会社社長

2018年 4月 理事

社会インフラ事業本部長

2018年 10月 理事

社会インフラ事業本部長

北ハノイ開発部長

2019年 4月 理事

社会インフラ事業本部長

2020年 10月 理事(ジャカルタ)

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

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1965年8月23日 生

【 最 終 学 歴 】 1989年



４月１日付 新任執行役員

日下 貴雄 （くさか　たかお）

（本年 58 歳）

東京大学(修士) 工学部卒

1989年 4月 当社入社

2017年 5月 航空宇宙事業部長

2019年 4月 理事

リース・船舶・航空宇宙事業本部副本部長

航空宇宙事業部長

2020年 4月 理事

輸送機・建機業務部長

2021年 4月 理事

輸送機･建機業務部長

輸送機･建機事業部門長付

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1964年11月7日 生

【 最 終 学 歴 】 1989年



４月１日付 新任執行役員

村田 大明 （むらた　ひろあき）

（本年 57 歳）

神戸大学 経営学部卒

1988年 4月 当社入社

2008年 4月 商業施設事業部長

2013年 4月 住宅・都市事業部長

2016年 4月 生活資材・不動産本部長補佐

兼 住宅・都市事業部長

2018年 4月 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

2019年 4月 理事

生活資材・不動産本部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1965年8月18日 生

【 最 終 学 歴 】 1988年



４月１日付 新任執行役員

富田 亜紀 （とみた　あき）

（本年 56 歳）

早稲田大学 法学部卒

1989年 4月 当社入社

2017年 4月 コンプライアンス推進部長

2020年 4月 理事

コンプライアンス推進部長

2021年 4月 理事（上海(SHANGHAI)）

東ｱｼﾞｱ総代表補佐

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

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1966年12月7日 生

【 最 終 学 歴 】 1989年



６月定時株主総会付議予定 新任代表取締役候補者

東野 博一 （ひがしの　ひろかず）

（本年 59 歳）

大阪大学 経済学部卒

1987年 4月 当社入社

2012年 4月 ビル事業部長

2014年 4月 不動産戦略事業部長

2015年 4月 生活資材・不動産本部長補佐

兼 不動産戦略事業部長

兼 総合建設開発部長

2016年 4月 理事

生活資材・不動産本部長

2018年 4月 執行役員

生活資材・不動産本部長

2019年 4月 執行役員

生活・不動産業務部長

2021年 4月 常務執行役員

生活･不動産事業部門副事業部門長

生活･不動産業務部長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1963年7月24日 生

【 最 終 学 歴 】 1987年



６月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者

（みたち　たかし）

京都大学　　文学部卒

ハーバード大学経営大学院修士課程（経営学専攻）修了

日本航空株式会社 入社

ボストン コンサルティング グループ

同社 ヴァイス・プレジデント

同社 日本代表

特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会

理事（2018年8月退任）

公益社団法人経済同友会 副代表幹事（2017年4月退任）

ボストン コンサルティング グループ

シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター

楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）社外取締役（現職）

株式会社ロッテホールディングス 社外取締役（現職）

DMG森精機株式会社 社外取締役（現職）

株式会社FiNC（現：株式会社FiNC Technologies）社外取締役

（2020年3月退任）

ユニ・チャーム株式会社 社外取締役（2021年3月退任）

公益財団法人大原美術館 理事（現職）

東京海上ホールディングス株式会社 社外取締役（現職）

ボストン コンサルティング グループ

シニア・アドバイザー（2021年12月退任）

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・

ジャパン 専務理事（現職）

京都大学経営管理大学院 特別教授（現職）2020年 4月

6月

10月

4月

3月

2017年

2017年

2017年

2018年

（本年 65 歳）1957年1月21日 生

経　　歴　　書

2011年 4月

1979年 4月

10月

1月

1979年3月

1992年6月

2005年 1月

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】

【 最 終 学 歴 】

【 略 歴 】

御立 尚資

1993年

1999年

6月

3月

1月

3月

4月2013年

2016年

2016年

2016年

2017年



６月定時株主総会付議予定 新任監査役候補者

坂田 一成 （さかた　かずなり）

（本年 61 歳）

上智大学 外国語学部卒

1985年 4月 当社入社

2011年 10月 海外薄板事業第一部長

兼 住商スチール(株)出向

2013年 4月 海外薄板事業部長

兼 住商スチール(株)出向

2015年 4月 アジア大洋州住友商事グループ 

アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット長(バンコク)

タイ住友商事会社

兼 スミ・タイ・インターナショナル会社

2016年 4月 理事

鋼板・建材本部長

兼 住友商事グローバルメタルズ(株)出向

2016年 12月 理事

鋼板・建材本部長

鋼管本部副本部長

兼 住友商事グローバルメタルズ(株)出向

2017年 4月 理事

鋼板本部長

鋼管本部副本部長

兼 住友商事グローバルメタルズ(株)出向

2019年 4月 理事

鋼板本部長

兼 住友商事グローバルメタルズ(株)出向

2020年 4月 執行役員

住友商事グローバルメタルズ(株)　代表取締役社長

【 略 歴 】

経　　歴　　書

【 氏 名 】

【 生 年 月 日 】 1961年12月6日 生

【 最 終 学 歴 】 1985年
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