
2022年1月14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　堀　健一

　（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22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22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

2022年1月14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22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。

役　員　人　事 (代表取締役の異動に関するお知らせ）
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Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　13名

2022年4月1日付

氏名 新 現

米谷　佳夫

代表取締役副社長執行役員CDIO
(CDIO、デジタル総合戦略部、エネルギーソリューショ
ン本部、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリ
ティ第二本部、ICT事業本部 管掌)

代表取締役専務執行役員CDIO
(CDIO、デジタル総合戦略部、エネルギーソリューショ
ン本部、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリ
ティ第二本部、ICT事業本部 管掌)

竹増　喜明 代表取締役専務執行役員CHRO兼CCO 代表取締役常務執行役員CHRO兼CCO

上野　佐有
副社長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)

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)

目黒　祐志
専務執行役員CIS総代表
兼 三井物産モスクワ(有)社長
(在モスクワ)

常務執行役員CIS総代表
兼 三井物産モスクワ(有)社長
(在モスクワ)

宮田　裕彦
専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)

常務執行役員欧州総代表
兼 欧州三井物産(株)社長
(在ロンドン)

高田　康平
常務執行役員アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)Director
(在シンガポール)

執行役員ニュートリション・アグリカルチャー本部長

菊地原　伸一
常務執行役員インドネシア三井物産(株)社長
(在ジャカルタ)

執行役員コーポレートディベロップメント本部長

大黒　哲也 常務執行役員モビリティ第一本部長 執行役員モビリティ第一本部長

中井　一雅
常務執行役員
(ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流
通事業本部、 ウェルネス事業本部 管掌)

執行役員プロジェクト本部長

重田　哲也 常務執行役員CFO 執行役員経理部長

古谷　卓志 常務執行役員ベーシックマテリアルズ本部長 執行役員ベーシックマテリアルズ本部長

佐藤　　理 常務執行役員CSO 執行役員事業統括部長

松井　　透

常務執行役員
(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、米州本部 管掌)

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
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2)　新任執行役員　6名

2022年4月1日付

氏名 新 現

渡辺　徹 執行役員ニュートリション・アグリカルチャー本部長
米州本部長付
兼 米国三井物産(株)SVP
(在ニューヨーク)

飯島　徹
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

フィナンシャルマネジメント第一副部長

若菜　康一 執行役員プロジェクト本部長 プロジェクト本部長補佐

田中　誠 執行役員財務部長 財務部長

稲室　昌也
執行役員経営企画部長
兼 韓国三井物産（株)理事
(在東京)

IR部長

石田　大助 執行役員コーポレートディベロップメント本部長
コーポレートディベロップメント本部
総合力推進部長
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3)　委嘱業務の変更　11名

2022年4月1日付

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、アジア・大洋州本部、地域ブロック
(東アジアブロック、CISブロック、韓国物産) 管掌)

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、アジア・大洋州本部 管掌)

竹増　喜明
代表取締役専務執行役員CHRO兼CCO
(国内ブロック、地域ブロック(欧州ブロック、中東・アフリ
カブロック) 管掌)

代表取締役常務執行役員CHRO兼CCO

高田　康平
常務執行役員アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)取締役
(在シンガポール)

執行役員ニュートリション・アグリカルチャー本部長

菊地原　伸一
常務執行役員インドネシア三井物産(株)社長
(在ジャカルタ)

執行役員コーポレートディベロップメント本部長

中井　一雅
常務執行役員
(ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流
通事業本部、 ウェルネス事業本部 管掌)

執行役員プロジェクト本部長

重田　哲也 常務執行役員CFO 執行役員経理部長

佐藤　　理 常務執行役員CSO 執行役員事業統括部長

松井　　透

常務執行役員
(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、米州本部 管掌)

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

菅原　正人
執行役員豪州三井物産(株)社長
兼　ニュージーランド三井物産(有)会長
(在メルボルン)

執行役員ウェルネス事業本部長

阿久津　剛 執行役員ウェルネス事業本部長
執行役員経営企画部長
兼 韓国三井物産(株)理事
(在東京)

山口　賢一郎 執行役員事業統括部長 執行役員フィナンシャルマネジメント第三部長
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4)　退任執行役員　5名

2022年3月31日付

氏名 新 現

内田　貴和 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員CFO

藤原　弘達 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

大間知 慎一郎 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員CSO

吉川　美樹 取締役（4月1日付） 代表取締役専務執行役員

剱　　弘幸 退任
常務執行役員豪州三井物産（株）社長
兼　ニュージーランド三井物産（有）会長
(在メルボルン)
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Ⅱ．　取締役人事

氏名 新 現

中井　一雅
代表取締役常務執行役員
(ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流
通事業本部、 ウェルネス事業本部　管掌)

常務執行役員(4月1日付）
(ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流
通事業本部、 ウェルネス事業本部　管掌)

重田　哲也 代表取締役常務執行役員CFO 常務執行役員CFO(4月1日付）

佐藤　理 代表取締役常務執行役員CSO 常務執行役員CSO(4月1日付）

松井　透

代表取締役常務執行役員
(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、米州本部 管掌)

常務執行役員(4月1日付）
(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、米州本部 管掌)

氏名 新 現

内田　貴和 取締役 代表取締役副社長執行役員CFO

藤原　弘達 取締役 代表取締役副社長執行役員

大間知 慎一郎 取締役 代表取締役副社長執行役員CSO

吉川　美樹 取締役 代表取締役専務執行役員

１）　新任取締役　4名

2022年6月22日株主総会付議予定

2)　代表取締役の異動　4名

2022年4月1日付
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氏名 新 現

内田　貴和 顧問 取締役（4月1日付）

藤原　弘達 顧問 取締役（4月1日付）

大間知 慎一郎 顧問 取締役（4月1日付）

吉川　美樹 顧問 取締役（4月1日付）

2022年6月22日株主総会日付

3)　退任取締役　4名
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Ⅲ．　上記人事に伴う関連一般人事

2022年2月1日付

氏名 新 現

林　直孝 理事関西支社副支社長

理事欧州ブロックCSO
兼 中東・アフリカブロックCSO
兼 欧州三井物産（株）Director & CSO
(在ロンドン)

神保　良成 関西支社業務部長付
東アジアブロックCHRO兼CCO
（在上海）

山田　次郎 ペルー三井物産(株)社長
モビリティ第一本部
乗用ソリューション事業部長

佐藤　達充
東アジアブロックCHRO兼CCO
（在上海）

アジア・大洋州本部化学品本部長
兼 アジア・大洋州三井物産(株)化学品本部長
(在シンガポール)

中村　誠 理事モビリティ第一本部長補佐 理事ペルー三井物産（株）社長

2022年3月1日付

氏名 新 現

神保　良成 関西支社業務部長 関西支社業務部長付

渡辺　雅也
アジア・大洋州本部CHRO兼CCO
兼 アジア・大洋州三井物産(株)Director兼CHRO
(在シンガポール)

関西支社業務部長

井口　和容 韓国三井物産(株)理事副社長
アジア・大洋州本部CHRO兼CCO
兼 アジア・大洋州三井物産（株）Director兼CHRO
(在シンガポール)
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2022年4月1日付

氏名 新 現

常世田　　円 IR部長 ウェルネス事業本部長補佐

井口　和容 韓国三井物産(株)代表理事社長 韓国三井物産(株)理事副社長

栗原　雅男 経理部長
米州本部CFO
兼 米国三井物産(株)SVP & CFO
(在ニューヨーク）

薙野　太一 フィナンシャルマネジメント第三部長
エネルギー第二本部
ロシア天然ガス事業部長

森山　朋之
理事出向[東日本旅客鉄道（株）]
(モビリティ第一本部)
(在東京)

理事韓国三井物産(株)代表理事社長

以　上
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【4月1日以降の執行役員体制】（４６名）

社　　長 堀　　　健　一

副社長執行役員 米　谷　佳　夫 上　野　佐　有

(２名）

専務執行役員 宇　野　元　明 竹　増　喜　明

(６名） 北　川　慎　介 永　冨　公　治

目　黒　祐　志 宮　田　裕　彦

常務執行役員 加　藤　丈　雄 小　寺　勇　輝

(１３名） 平　林　義　規 野　崎　元　靖

森　安　正　博 高　田　康　平

菊地原　伸　一 大　黒　哲　也

中　井　一　雅 重　田　哲　也

古　谷　卓　志 佐　藤　　　理

松　井　　　透

執 行 役 員 山　口　裕　視 堀　　　晋　一

(２４名） 大久保　雅　治 岡　本　達　也

真　野　雄　司 菅　原　正　人

川　瀬　　　厚 藤　田　浩　一

榎　本　善　之 遠　藤　陽一郎

阿久津　　　剛 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

渡　辺　　　徹 飯　島　　　徹

若　菜　康　一 田　中　　　誠

稲　室　昌　也 石　田　大　助

添 付 ①



新任取締役略歴・選任理由 添 付 ②-1

中井　一雅 (ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏｻ)

生年月日： 1963年 8月 29日生

最終学歴： 1987年 3月

早稲田大学政治経済学部卒業

入    社： 1987年 4月 当社入社

略    歴：

１９８７年 ４月 化学プラント部

８９年 ６月 メキシコ修業生

９１年 ６月 化学プラント部

９９年 １０月 重機部

２００１年 ３月 プロジェクト第三部／主席

０１年 １０月 海外プロジェクト第三部／室長

０３年 ９月 Business School研修員（Wharton・Advanced Management Program）

０３年 １０月 海外プロジェクト第三部／室長

０５年 １２月 米国三井物産㈱／NY／GM

０９年 ７月 プロジェクト開発第三部

１２年 ４月 プロジェクト開発第三部長

１５年 ４月 プロジェクト開発第一部長

１７年 １０月 ニュートリション・アグリカルチャー本部長補佐

１９年 ４月 執行役員プロジェクト本部長

現在に至る

選任理由：

所有株式数： 30,319 株

中井一雅氏は、プラント・プロジェクト分野での卓越した専門知識・実
績、当社経営陣の一角を担うに相応しい人格を有し、プロジェクト開発第
一部長としての経験の他、ニュートリション・アグリカルチャー本部長補
佐として同本部に加えて食料・流通等他本部の事業支援を通じて、優れた
経営手腕を培いました。また、プロジェクト本部長としてこれらの知見を
活かし、機械・インフラ事業の拡大を通じた当社の企業価値向上に貢献し
てきたことから、新たに取締役候補者としました。今後は、ニュートリ
ション・アグリカルチャー、食料、流通、ウェルネス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、ヘ
ルスケア＆ニュートリション事業等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

重田　哲也 (ｼｹﾞﾀ ﾃﾂﾔ)

生年月日： 1963年 10月 31日生

最終学歴： 1987年 3月

一橋大学商学部卒業

入    社： 1987年 4月 当社入社

略    歴：

１９８７年 ４月 経理部

９０年 ７月 ブラジル修業生

９２年 ７月 ブラジル三井物産㈱／リオデジャネイロ

９３年 １０月 中部支社管理部

９６年 ８月 出向[MITSUI ALIMENTOS LTDA. CFO](食品原料第一部)(在サンパウロ)

２００１年 ８月 食料経理部

０２年 １１月 経理部

０９年 ４月 米国三井物産㈱／NY／GM

１２年 ４月 経理部／室長

１４年 ８月 出向[Multigrain S.A. CFO](米国三井物産㈱)(在サンパウロ)

１８年 ５月 フィナンシャルマネジメント第一部長

１９年 ４月 執行役員経理部長

現在に至る

選任理由：

所有株式数： 34,940 株

重田哲也氏は、財経全般に亘る卓越した専門知識・実績、当社経営陣の一
角を担うに相応しい人格を有し、経理部決算統括室長やフィナンシャルマ
ネジメント第一部長としての経験、及び伯国マルチグレイン社のCFOとして
の経験等を通じて培った優れた経営手腕を発揮、又、経理部長として前述
の多岐に亘る知見と能力を如何なく活用し、全社の経営意思決定や業務執
行に貢献してきたことから新たに取締役候補者としました。今後は、CFOと
して財経系コーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い
見識に基づき、取締役会での意思決定と業務執行の監督に当たることを期
待します。



新任取締役略歴・選任理由 添 付 ②-3

佐藤　理 (ｻﾄｳ ﾏｺﾄ)

生年月日： 1966年 5月 19日生

最終学歴： 1990年 3月

早稲田大学理工学部卒業

入    社： 1990年 4月 当社入社

略    歴：

１９９０年 ４月 鉄鋼・非鉄金属総括部

９３年 ４月 鉄鉱石部

９５年 １２月 海外研修員(金属)（在パース／オーストラリア）

９６年 １２月 鉄鉱石部

２０００年 １１月 製鋼原料部

０１年 ２月 米国三井物産㈱／NY

０２年 ３月 クアラルンプール支店

０２年 ４月 社長表彰

０４年 １０月 クアラルンプール支店／GM

０５年 ３月 製鋼原料部

０６年 ３月 製鋼原料部／室長

０７年 ９月 出向[Pacific Coast Recycling,LLC]（製鋼原料部）（在カリフォルニア）

０８年 ５月 金属資源本部

０９年 ４月 鉄鉱石部／室長

１０年 ５月 人事総務部

１０年 ７月 人事総務部 兼 経営企画部

１２年 ７月 金属資源業務部／室長 兼 鉄鋼製品業務部／室長

１３年 ４月 アジア・大洋州本部金属資源商品本部長 兼 アジア・大洋州三井物産㈱SVP

１４年 ８月 金属業務部

１５年 １０月 金属業務部／室長

１７年 ４月 鉄鉱石部長

１９年 ４月 金属業務部長

２０年 ４月 執行役員事業統括部長

現在に至る

選任理由：

所有株式数： 20,160 株

佐藤理氏は、金属資源分野での卓越した専門知識・実績、当社経営陣の一角
を担うに相応しい人格を有し、鉄鉱石部長や金属業務部長等の経験を通じて
培った優れた経営手腕を発揮、又、事業統括部長としても、その知見と能力
を如何なく発揮し、全社の経営意思決定や業務執行に貢献してきたことから
新たに取締役候補者としました。今後は、CSOとして、経営企画、事業統
括、広報、サステイナビリティ経営推進等のコーポレートスタッフ部門を管
掌し、これまでの経験や見識を取締役会の意思決定と業務執行の監督に活か
して、事業経営力の強化及びサステナブルな企業成長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 ②-4

松井　透 (ﾏﾂｲ ﾄｵﾙ)

生年月日： 1967年 2月 24日生

最終学歴： 1990年 3月

慶應義塾大学法学部卒業

入    社： 1990年 4月 当社入社

略    歴：

１９９０年 ４月 天然ガス部
９５年 １２月 長期出役[日豪LNG連絡事務所](天然ガス第二部)(在東京)

９７年 ６月 長期出役[North West Shelf Liaison Co.,Pty.Ltd.]

(天然ガス第二部)(在東京)

９７年 １２月 社長表彰

９９年 ７月 エネルギー事業部

２００２年 ２月 出向[Wandoo Petroleum Pty.Ltd.]

再出向[Novus Petroleum Limited]

(エネルギー事業部)(在シドニー)

０３年 ７月 出向[Wandoo Petroleum Pty.Ltd.](石油資源開発部)(在パース／オーストラリア)

０４年 ７月 出向[Mitsui E&P Australia Pty Limited Director]

兼 出向[Wandoo Petroleum Pty.Ltd.](石油資源開発部)(在パース／オーストラリア)

０６年 ５月 サハリン開発部／室長

１０年 ６月 出向[Mitsui E&P USA LLC](石油・ガス資源開発部)(在ヒューストン)

１２年 １２月 出向[Mitsui E&P USA LLC Manager](石油・ガス資源開発部)(在ヒューストン)

１４年 ３月 秘書室

１５年 ４月 石油・ガス資源開発部長

１８年 ４月 経営企画部長 兼 韓国物産理事(在東京)

２０年 ４月 執行役員エネルギーソリューション本部長

２１年 ４月 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

現在に至る

選任理由：

所有株式数： 26,288 株

松井透氏は、エネルギー分野での卓越した専門知識・実績、当社経営陣の一
角を担うに相応しい人格を有し、エネルギー第一本部石油・ガス資源開発部
長や経営企画部長としての経験及び海外事業会社への出向経験を通じて培っ
た優れた経営手腕を発揮してきたことから新たに取締役候補者としました。
今後は、エネルギー及び化学品事業分野並びに米州本部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、エネル
ギーソリューション事業等における一層の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。


