
2021年1月15日

関係各位

会社名：三井物産株式会社

代表者名：代表取締役社長　安永竜夫

（コード番号：8031）

 本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目2番1号

＜内容一覧＞

Ⅰ．　執行役員人事

1) 昇格執行役員 （4月1日付）

2) 新任執行役員 （4月1日付）

3) 委嘱業務の変更 （4月1日付）

4) 退任執行役員 （3月31日付）

Ⅱ．　取締役人事

1) 新任取締役 （6月18日株主総会付議予定）

2) 代表取締役の異動 （4月1日付）

3) 退任取締役 （6月18日株主総会日付）

Ⅲ．　上記人事に伴う関連一般人事

【添付資料】

①4月1日以降の執行役員体制

②新任取締役の略歴・選任理由

役　員　人　事 (代表取締役の異動に関するお知らせ）

2021年1月15日開催の取締役会において、4月1日付の執行役員人事、及び6月18日開催予定の定時株主総会及び取締役会に
付議される予定の取締役人事が添付の通り決議されましたのでお知らせ致します。
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Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　11名

2021年4月1日付

氏名 新 現

藤原　弘達

代表取締役副社長執行役員
(エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、ベー
シックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ
本部 管掌)

代表取締役専務執行役員CHRO兼CCO

大間知 慎一郎 代表取締役副社長執行役員CSO 代表取締役専務執行役員CSO

宇野　元明
専務執行役員
(鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベ
ロップメント本部 管掌)

常務執行役員アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長
(在シンガポール)

永冨　公治
専務執行役員アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長
(在シンガポール)

常務執行役員インド総代表
兼 インド三井物産（株）会長
兼 アジア・大洋州副本部長
（在ニューデリー）

上野　佐有
専務執行役員米州本部長
兼 米国三井物産(株)社長
(在ニューヨーク)

常務執行役員米州本部長
兼 米国三井物産(株)社長
(在ニューヨーク)

加藤　丈雄
常務執行役員タイ国三井物産(株)社長
兼 MITSIAM INTERNATIONAL,LIMITED社長
(在バンコク)

執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長

小寺　勇輝
常務執行役員ブラジル三井物産(株)社長
(在サンパウロ)

執行役員金属資源本部長

平林　義規 常務執行役員人事総務部長 執行役員流通事業本部長

竹増　喜明 常務執行役員CHRO兼CCO 執行役員人事総務部長

野崎　元靖 常務執行役員エネルギー第二本部長 執行役員エネルギー第二本部長

森安　正博
常務執行役員東アジア総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長
(在北京)

執行役員ICT事業本部長
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2)　新任執行役員　7名

2021年4月1日付

氏名 新 現

高杉　亮 執行役員フィナンシャルマネジメント第四部長 フィナンシャルマネジメント第四部長

小日山　功 執行役員ICT事業本部長
出向［三井情報(株)代表取締役社長］
(ICT事業本部デジタルソリューション事業部)
(在東京)

長田　務 執行役員流通事業本部長 食料本部長補佐

高野　雄市 執行役員法務部長 法務部長

垣内　啓志 執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
パフォーマンスマテリアルズ本部
機能材料事業部長

山口　賢一郎 執行役員フィナンシャルマネジメント第三部長
エネルギー第一本部
石油・ガス資源開発部長

福田　哲也 執行役員金属資源本部長
金属資源本部
石炭部長
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3)　委嘱業務の変更　14名

2021年4月1日付

氏名 新 現

藤原　弘達

代表取締役副社長執行役員
(エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、ベー
シックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ
本部 管掌)

代表取締役専務執行役員CHRO兼CCO

吉川　美樹
代表取締役専務執行役員
(食料本部、流通事業本部、ニュートリション・アグリカ
ルチャー本部、 ウェルネス事業本部 管掌)

代表取締役専務執行役員
(食料本部、流通事業本部、ヘルスケア・サービス事業
本部 管掌)

宇野　元明
専務執行役員
(鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベ
ロップメント本部 管掌)

常務執行役員アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長
(在シンガポール)

永冨　公治
専務執行役員アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長
(在シンガポール)

常務執行役員インド総代表
兼 インド三井物産（株）会長
兼 アジア・大洋州副本部長
（在ニューデリー）

宮田　裕彦
常務執行役員欧州総代表
兼 欧州三井物産(株)社長
(在ロンドン)

常務執行役員欧州･中東･アフリカ本部長
兼 欧州三井物産(株)社長
(在ロンドン)

加藤　丈雄
常務執行役員タイ国三井物産（株）社長
兼 MITSIAM INTERNATIONAL,LIMITED社長
（在バンコク）

執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長

小寺　勇輝
常務執行役員ブラジル三井物産（株）社長
（在サンパウロ）

執行役員金属資源本部長

平林　義規 常務執行役員人事総務部長 執行役員流通事業本部長

竹増　喜明 常務執行役員CHRO兼CCO 執行役員人事総務部長

森安　正博
常務執行役員東アジア総代表
兼 三井物産（中国）有限公司董事長
（在北京）

執行役員ICT事業本部長

大久保　雅治
執行役員インド総代表
兼 インド三井物産（株）会長
（在ニューデリー）

執行役員エネルギー第一本部長

菅原　正人 執行役員ウェルネス事業本部長 執行役員ヘルスケア・サービス事業本部長

川瀬　　厚 執行役員内部監査部長 執行役員フィナンシャルマネジメント第三部長

松井　　透
執行役員エネルギー第一本部長
兼 エネルギーソリューション本部長

執行役員エネルギーソリューション本部長
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4)　退任執行役員　6名

2021年3月31日付

氏名 新 現

竹部　幸夫 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

小野　元生 顧問（4月1日付）
専務執行役員東アジア総代表
兼 三井物産（中国）有限公司董事長
（在北京）

佐藤　真吾 退任
常務執行役員ブラジル三井物産（株）社長
兼 米州本部長付
（在サンパウロ）

鳥海　修 退任 常務執行役員内部監査部長

藤田　礼次 退任
執行役員タイ国三井物産（株）社長
兼 MITSIAM INTERNATIONAL,LIMITED社長
（在バンコク）

具志堅　喜光 退任 執行役員財務部長



6

Ⅱ．　取締役人事

氏名 新 現

宇野　元明
代表取締役専務執行役員
(鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベ
ロップメント本部 管掌)

専務執行役員(4月1日付）
(鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベ
ロップメント本部 管掌)

竹増　喜明 代表取締役常務執行役員CHRO兼CCO 常務執行役員CHRO兼CCO(4月1日付）

氏名 新 現

飯島　彰己 取締役 代表取締役会長

竹部　幸夫 取締役 代表取締役副社長執行役員

氏名 新 現

飯島　彰己 顧問 取締役（4月1日付）

竹部　幸夫 顧問 取締役（4月1日付）

2021年6月18日株主総会日付

１）　新任取締役　2名

2021年6月18日株主総会付議予定

3)　退任取締役　2名

2)　代表取締役の異動　2名

2021年4月1日付
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Ⅲ．　上記人事に伴う関連一般人事

2021年4月1日付

氏名 新 現

田中　誠 財務部長
欧州・中東・アフリカ本部CFO
兼 欧州三井物産（株）Director & CFO

浅野　謙吾
出向[三井情報(株)代表取締役社長]
(ICT事業本部デジタルソリューション事業部)
(在東京)

出向[三井情報(株)]
(ICT事業本部デジタルソリューション事業部)
(在東京)

以　上



【4月1日以降の執行役員体制】（４５名）

社　　長 堀　　　健　一

副社長執行役員 内　田　貴　和 藤　原　弘　達

(３名） 大間知　慎一郎

専務執行役員 米　谷　佳　夫 吉　川　美　樹

(６名） 北　川　慎　介 宇　野　元　明

永　冨　公　治 上　野　佐　有

常務執行役員 剱　　　弘　幸 目　黒　祐　志

(９名） 宮　田　裕　彦 加　藤　丈　雄

小　寺　勇　輝 平　林　義　規

竹　増　喜　明 野　崎　元　靖

森　安　正　博

執 行 役 員 高　田　康　平 山　口　裕　視

(２６名） 堀　　　晋　一 菊地原　伸　一

大久保　雅　治 大　黒　哲　也

岡　本　達　也 真　野　雄　司

菅　原　正　人 中　井　一　雅

重　田　哲　也 川　瀬　　　厚

藤　田　浩　一 榎　本　善　之

古　谷　卓　志 遠　藤　陽一郎

阿久津　　　剛 佐　藤　　　理

松　井　　　透 高　杉　　　亮

小日山　　　功 長　田　　　務

高　野　雄　市 垣　内　啓　志

山　口　賢一郎 福　田　哲　也

添 付 ①



新任取締役略歴・選任理由
添 付 ②-1

宇野　元明 (ｳﾉ ﾓﾄｱｷ)

生年月日： 1960年 8月 18日生

最終学歴： 1984年 3月
一橋大学経済学部卒業

入    社： 1984年 4月 当社入社

略    歴：

１９８４年 ４月 薄板部

８７年 ６月 英国修業生(Ⅰ類)

８９年 ７月 熱延・厚板貿易部

９１年 ４月 鉄鋼貿易第一部

９３年 １２月 出向[三井物産鉄鋼建材㈱](条鋼建材部)(在東京)

９４年 １１月 シンガポール支店

２００３年 ６月 鋼管厚板貿易部

０４年 １０月 鋼管厚板貿易部／室長

０７年 １１月 出向[Mitsui Tubular Products,LLC CEO](米国三井物産)

(在ヒューストン）

０８年 ４月 出向[Champions Pipe & Supply,Inc.Chairman & CEO]

(米国三井物産)(在ヒューストン）

１１年 ４月 鋼材第二事業部長

１３年 ４月 エネルギー鋼材事業部長

１５年 ４月 金属業務部長

１６年 ４月 執行役員P.T.MITSUI INDONESIA President & CEO

１９年 ４月 常務執行役員P.T.MITSUI INDONESIA President & CEO

(在ジャカルタ)

２０年 ４月 常務執行役員アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産社長

現在に至る

選任理由：

所有株式数： ４２,５４２　株

宇野元明氏は、鉄鋼製品分野での卓越した見識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに
相応しい人格を兼ね備え、金属業務部長、インドネシア三井物産社長、アジア・大洋州本
部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を有していることから、新たに取締役候補者と
しました。今後は、鉄鋼製品・金属資源事業、コーポレート・ディベロップメント事業分
野の業務執行の監督に加えて、これまでの経験や見識を取締役会の意思決定に活かして、
当社事業における変革への取組みや着実な収益化等を通じたサステナブルな企業価値向上
に貢献することを期待します。



新任取締役略歴・選任理由
添 付 ②-2

竹増　喜明 (ﾀｹﾏｽ ﾖｼｱｷ)

生年月日： 1962年 8月 30日生

最終学歴： 1985年 3月
慶應義塾大学法学部卒業

入    社： 1985年 4月 当社入社

略    歴：

１９８５年 ４月 精密化学品第一部

８９年 ６月 フランス修業生(Ⅱ類)

９２年 ６月 精密化学品部

９８年 １２月 ドイツ三井物産／デュッセルドルフ

２００２年 ９月 出向[Mitsui Agri Science International S.A./N.V.

President & CEO](アグリサイエンス事業部)(在ブリュッセル)

０５年 ４月 アグリサイエンス事業部／室長 兼 DPF対策推進部

０６年 ４月 化学品業務部 兼 DPF対策推進部

０７年 ６月 Business School研修員(Wharton・AMP)

０７年 １０月 人事総務部 兼 化学品業務部

０９年 １月 経営企画部 兼 物流本部 兼 人事総務部

１０年 １０月 経営企画部 兼 食料・リテール本部事業開発部 

兼 人事総務部 兼 広報部

１１年 ４月 アグリサイエンス事業部長

１５年 ４月 アジア・大洋州本部 CAO 兼 アジア・大洋州三井物産 SVP

兼 業務部長

１８年 ４月 執行役員人事総務部長

現在に至る

選任理由：

所有株式数： １７,２１７　株

竹増喜明氏は、化学品分野での卓越した専門知識と実績、及び当社経営陣の一角を担うに
相応しい人格を兼ね備え、アグリサイエンス事業部長、アジア・大洋州本部CAO、人事総
務部長等の経験を通じて培われた優れた経営手腕を有していることから、新たに取締役候
補者としました。今後は、CHRO/CCOとして人事総務、法務、物流等、関連のコーポ
レートスタッフ部門を管掌し、当社グループにおけるインテグリティ・コンプライアンス
の浸透・徹底や働き方改革を含むダイバーシティ等を推し進めていくことを期待します。
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