2009年3月16日

住友商事株式会社

主管者級人事異動および機構改正に関するお知らせ
下記の通り、人事異動および機構改正を行いますので、お知らせいたします。
【氏名の後に（＊）が付く者は、2.20付発表内容からの変更】
記

１．主管者級人事異動
【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

顧問(東京)
資源・化学品事業部門長補佐

顧問(東京)
資源・エネルギー事業部門長補佐

山田 光彦

理事(東京)
メディア事業本部長

理事(東京)
メディア事業本部長
放送・映画事業部長

林 正俊

理事(東京)
サンクリストバル・プロジェクト部長

理事(東京)
資源・エネルギー総括部長

出田 孝裕（＊）

嘱託(東京)
鉄鋼第二事業企画部長付
鉄鋼第三事業企画部長付
鉄鋼第三本部長付
兼 住商スチール(株)事務従事

嘱託(東京)
自動車金属製品本部副本部長
金属事業部門長付
兼 住商スチール(株)事務従事

髙田 幸男

地域総括・調査部長付(東京)

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

岸 繁生

地域総括・調査部参事(東京)
(株)住友商事総合研究所事務従事

中国住友商事グループ
華北コーポレート部門(長春(CHANGCHUN))
畑田 好朗
中国住友商事会社事務従事
<同社長春事務所長>

資源・化学品経理部長(東京)
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント
(株)事務従事

化学品・資源経理部長(東京)
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
瀧瀬 郁雄
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント
(株)事務従事

鉄鋼第一本部長補佐(東京)

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ鋼材・非鉄金属グループ長(シカゴ)
<兼 同社シカゴ店長>

加地 俊彦

鉄鋼第一本部長付(東京)

カナダ住友商事会社事務従事(トロント)
<同社社長>
兼 米州総支配人補佐

森 浩二
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

厚板・建材事業部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

厚板・プロジェクト部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

福井 一

厚板・建材事業部副部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

東京鉄鋼建材部長(東京)
兼 厚板・プロジェクト部長付
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

福田 弘基

輸送機材事業部長(東京)

鉄鋼物流機材部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

小林 政利

海外薄板事業第二部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

薄板事業企画部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

古場 文博

海外薄板事業第二部参事(ジャカルタ)
P.T. SUPER STEEL INDAH事務従事
兼 P.T. SUPER STEEL KARAWANG
事務従事

特殊鋼事業企画部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事
兼 鉄鋼第三本部長付

東 雄二郎

鉄鋼第三本部長付(東京)
兼 鉄鋼第二本部長付
兼 住商スチール(株)事務従事

金属ビジネスエグゼキューション部長
(東京)
兼 鉄鋼第二本部長付
兼 住商スチール(株)事務従事

宇野 年史

鉄鋼第三事業企画部副部長(東京)
兼 鉄鋼第二事業企画部副部長
兼 住商スチール(株)事務従事

大阪ステンレス・線材特殊鋼部長(大阪)

田中 明人

海外薄板・半製品事業部長(東京)
兼 電磁・ブリキ事業部長
兼 住商スチール(株)事務従事

海外薄板・半製品部長(東京)
兼 電磁・ブリキ部長
兼 住商スチール(株)事務従事

坂昇

ステンレス事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

ステンレス部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

大樂 文彦

線材特殊鋼事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

自動車特殊鋼・軽金属事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

髙見 昇

線材特殊鋼事業部副部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

線材特殊鋼部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

明田 重樹

ラインパイプ事業部長付(東京)

カナダ住友商事会社事務従事(カルガリー)
<同社カルガリー店長>
兼 SUMMIT TUBULARS CORP.事務従事

前嶋 茂明

特殊管事業部長付(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

住友商事九州(株)事務従事(長崎)
兼 九州・沖縄ブロック長付
兼 長崎支店長

深井 桂吾
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

非鉄製品事業企画部参事(大阪)
サミット昭和アルミ(株)事務従事

非鉄金属製品本部長補佐(東京)

鈴木 良彦

非鉄製品事業企画部参事(東京)
住商メタレックス(株)事務従事

チタン部長(東京)

日此 伸一

軽金属事業部長(東京)

軽金属部長(東京)

塩見 圭吾

チタン・新素材事業部長(東京)

チタン部長付(東京)

庄野 晃彦

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州輸送機部門長(アムステルダム)
欧州住友商事会社事務従事
兼 TRITON NAVIGATION B.V.事務従事

西田 卓司

船舶事業企画部長(東京)

中国住友商事グループ
中国輸送機建機・インフラ部門
(香港(HONG KONG))
香港住友商事会社事務従事

須濱 隆志

船舶事業企画部参事(東京)
住商マリン(株)事務従事

船舶事業企画部長(東京)

桜井 知治

航空宇宙第二部長付(東京)

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ機電・情報産業グループ
(ロスアンゼルス)
<兼 同社ロスアンゼルス店長>

上田 慶

自動車事業第一本部長補佐(東京)
兼 自動車事業第二本部長付

自動車企画・国内事業部長(東京)
兼 自動車事業第二本部長付

小川 誠司

自動車企画・国内事業部長(東京)

自動車企画・国内事業部長付(東京)

佐藤 計

自動車中東阿第一部長(東京)

自動車欧州部参事(キエフ)
TOYOTA UKRAINE事務従事

近藤 篤哉

自動車中東阿第二部長(東京)

自動車欧州部長(東京)

中川 洋

自動車欧州部長(東京)

自動車中東阿第二部長(東京)

田 祐司

自動車欧州部参事(キエフ)
TOYOTA UKRAINE事務従事

自動車中東阿第一部長(東京)

谷口 雅彦

建設機械第一部長(東京)

建設機械第一部参事(ジャカルタ)
P.T. TRAKTOR NUSANTARA事務従事
兼 P.T. SWADAYA HARAPAN
NUSANTARA事務従事

中塚 直
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

建設機械第一部参事(東京)
住商レンタルサポート(株)事務従事

建設機械第一部長(東京)

伊藤 史朗

建設機械第三部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州建設機械部門(トリノ)
兼 欧州自動車部門
イタリア住友商事会社事務従事
<同社トリノ支店長>

岩谷 政史

通信・環境・産業インフラ事業本部長
補佐(東京)

通信・環境・産業インフラ事業本部長
補佐(東京)
兼 産業インフラ事業部長

佐々田 和男

通信・環境・産業インフラ事業本部長付
(東京)

コロンボ事務所長(コロンボ)
兼 アジア住友商事会社事務従事

渡辺 善彦

産業インフラ事業部長(東京)

産業インフラ事業部副部長(東京)

阿部 雅志

産業インフラ事業部長付(大阪)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

大阪機電システム部長(大阪)

那須 雄次

電力・水事業第一部長付(東京)
兼 電力・水事業第二部長付

アブダビ事務所長(アブダビ)

野口 剛史

放送・映画事業部長(東京)

メディア事業本部長付(東京)

原田 人

ファッション事業部長(東京)

大阪繊維部長(大阪)

田中 恵次

ブランド事業部長(東京)

ファッション・ブランド事業部長(東京)

森田 直行

資源・化学品総括部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州総合事業部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

飯田 正人

サンクリストバル・プロジェクト部参事
(ラパス)
MINERA SAN CRISTOBAL, S.A.
事務従事

サンクリストバル・プロジェクト部長(東京)

松 治夫

非鉄金属原料部長(東京)

カナダ住友商事会社事務従事
(バンクーバー)
<同社バンクーバー店長>

柴戸 隆

資源第二本部長付(東京)

中国住友商事グループ
中国事業開発部長(天津(TIANJIN))
兼 中国輸送機建機･インフラ部門
天津住友商事会社事務従事
<同社社長>

河瀬 眞也
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

石炭部参事(シドニー)
SUMISHO COAL AUSTRALIA PTY
LIMITED事務従事

鉄鋼原料部長(東京)

橋本 健二

炭素部参事(東京)
住商ＣＲＭ(株)事務従事

非鉄金属原料部長(東京)

中村 好二

鉄鋼原料部長(東京)

鉄鋼原料部長付(東京)

太田 和男

原子力・新事業開発部長(東京)

石炭部参事(シドニー)
SUMISHO COAL AUSTRALIA PTY
LIMITED事務従事

角谷 滋

原子力・新事業開発部長付(東京)

京都支店長(京都)
兼 住友商事マシネックス関西(株)
事務従事

義則 智

エネルギー本部長補佐(東京)

資源・エネルギー事業開発部長(東京)

河野 順

合成樹脂部長(東京)

アジア住友商事会社事務従事
(シンガポール)

勇崎 幸司

合成樹脂部長付(東京)

中国住友商事グループ
華北コーポレート部門(大連(DALIAN))
大連住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 同社瀋陽事務所長>

永根 正人

合成樹脂部参事(東京)
住友商事ケミカル(株)事務従事

合成樹脂部長(東京)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

梅原 正光

無機・ファインケミカル部長(東京)

産業機能素材部長(東京)

伊藤 令

メディカルサイエンス部長(東京)
兼 ライフサイエンス本部長補佐

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ化学品・エレクトロニクスグループ長 須藤 也
(ニューヨーク)

メディカルサイエンス部参事(東京)
住商ファーマインターナショナル(株)
事務従事

メディカルサイエンス部長(東京)

佐々木 雅啓

食料生産資材部参事(東京)
住商アグリビジネス(株)事務従事

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

宮越 勉

食料部長(東京)

穀物油脂部長(東京)
兼 糖質・飲料原料部長

黒崎 弘康
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

セメント部長(東京)
兼 住商セメント(株)事務従事

住友商事九州(株)事務従事(福岡)
兼 九州･沖縄ブロック参事
住商セメント(株)事務従事
兼 住商セメント九州(株)事務従事
兼 (株)ホリデン生コン事務従事
兼 (株)ホリデンスミセ生コン事務従事
兼 (株)ホリデン梅谷吉蔵生コン事務従事

角柄 明彦

金融事業本部長補佐(東京)
兼 住商ファイナンス(株)事務従事

金融事業本部長補佐(東京)
兼 金融事業部長
兼 住商ファイナンス(株)事務従事

関口 敏裕

投融資部長(東京)

投資開発部長(東京)

野島 吉夫

物流保険事業本部長付(東京)

物流企画開発部長(東京)

鈴木 英男

物流統括部長(東京)

総合物流部長(東京)

浜田 景介

総合物流部長(東京)

総合物流部長付(東京)
兼 物流保険事業本部長付

伊藤 純一

国際物流事業部長(東京)

物流事業部長(東京)

田崎 達郎

関西ブロック長補佐(大阪)

関西ブロック長補佐(大阪)
兼 大阪輸送機部長
角皆 茂樹
兼 住友商事マシネックス関西(株)事務従事

大阪薄板ステンレス線材特殊鋼部長(大阪) 大阪薄板部長(大阪)

脇 孝二

大阪産業インフラ・輸送機部長(大阪)

欧州住友商事グループ
欧州機電部門長(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

杉本 和彦

大阪繊維部長(大阪)

大阪繊維部長付(大阪)
兼 (株)スミテックス・インターナショナル
事務従事

田中 真一

大阪繊維部参事(大阪)
トータス(株)事務従事

カラチ事務所長(カラチ)
兼 ラホール事務所長
兼 アジア住友商事会社事務従事

佐藤 真吾

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

環境・ＣＳＲ部長付(東京)

曽根原 滋

中部ブロック参事(浜松)
(株)エスシー マシーナリ アンド サービス
事務従事

浜松支店長(浜松)

忰山 正文
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

中部ブロック長付(名古屋)
兼 名古屋自動車・機電・資材エネルギー部 名古屋機電部長(名古屋)
山下 茂宣
副部長
兼 住友商事マシネックス中部(株)事務従事
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事
名古屋金属第一部長(名古屋)

名古屋鉄鋼第一部長(名古屋)

飯島 健司

名古屋金属第二部長(名古屋)

名古屋鉄鋼第二部長(名古屋)

守口 茂

名古屋金属第二部副部長(名古屋)
兼 中部ブロック長付

名古屋非鉄金属部長(名古屋)

宮 裕治

名古屋航空宇宙部長(名古屋)
兼 住商エアロシステム(株)事務従事

名古屋航機電子機器部長(名古屋)

岡崎 純一郎

名古屋自動車・機電・資材エネルギー
部長(名古屋)

名古屋生活資材エネルギー部長(名古屋)
兼 住商セメント(株)事務従事
兼 名古屋自動車部長

刀田 祐二

浜松支店長(浜松)

中部ブロック参事(浜松)
(株)エスシー マシーナリ アンド サービス
事務従事

武田 二郎

住友商事九州(株)事務従事(長崎)
兼 九州・沖縄ブロック長付
兼 長崎支店長

国内鋼管事業部長付(東京)
兼 住商パイプアンドスチール(株)事務従事

帰山 祐治

中国住友商事グループ
華北コーポレート部門
(長春(CHANGCHUN))
中国住友商事会社事務従事
<同社長春事務所長>
兼 大連住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 同社瀋陽事務所長>

地域総括・調査部参事(東京)
(株)住友商事総合研究所事務従事

横田 博

中国住友商事グループ
中国事業開発部長(天津(TIANJIN))
兼 中国資源・エネルギー部門
天津住友商事会社事務従事
<同社社長>

炭素部参事(東京)
住商ＣＲＭ(株)事務従事

浅田 弘一郎
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

中国住友商事グループ
中国化学品・エレクトロニクス部門
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事
<兼 同社蘇州事務所長>

中国住友商事グループ
中国化学品・エレクトロニクス部門
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事
大川 智
<兼 同社蘇州事務所長>
兼 SUMMIT ELECTRO-MATERIALS SALES
CO., SHANGHAI, LTD.事務従事

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

セメント部長(東京)
兼 住商セメント(株)事務従事

佐藤 雅之

韓国住友商事会社事務従事(プサン)
<同社釜山支店長>

韓国住友商事会社事務従事(プサン)

碇 則一

韓国住友商事会社事務従事(ソウル)

海外薄板第二部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

大坂 平

アジア住友商事会社事務従事
(クアラルンプール)
<マレーシアビシネスユニット長
兼 同社クアラルンプール支店長>
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
<同社社長>

クアラルンプール支店長(クアラルンプール)
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
望月 一成
<同社社長>
兼 アジア住友商事会社事務従事

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)
<同社社長>
兼 アジア住友商事会社事務従事

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)
<同社社長>
兼 アジア総支配人付
(在ベトナム事務所統括)
兼 アジア住友商事会社事務従事

高山 俊朗

ベトナム住友商事会社事務従事
(ホーチミンシチー)
<兼 同社ホーチミン支店長>

ベトナム住友商事会社事務従事
(ホーチミンシチー)
<同社ホーチミン支店長>
兼 ホーチミン事務所長

大西 範和

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)
兼 ハノイ事務所長
兼 ダナン事務所長

松原 陽一

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)
<兼 同社ダナン事務所長>

ベトナム住友商事会社事務従事(ハノイ)

水野 順司

フィリピン住友商事会社事務従事(マニラ)
<同社社長>

マニラ支店長(マニラ)
兼 アジア住友商事会社事務従事

中条 久
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

カラチ事務所長(カラチ)
兼 アジア住友商事会社事務従事

大阪繊維部参事(大阪)
トータス(株)事務従事

片桐 春一

ダッカ事務所長(ダッカ)
兼 アジア住友商事会社事務従事

ダッカ事務所長(ダッカ)
兼 チッタゴン事務所長
兼 アジア住友商事会社事務従事

杉山 雅彦

トルコ住友商事会社事務従事
(イスタンブール)
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>
兼 中東支配人補佐

トルコ住友商事会社事務従事
(イスタンブール)
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>

 照雄

ドバイ事務所長(ドバイ)
兼 アブダビ事務所長

ドバイ事務所長(ドバイ)

中村 正夫

欧州住友商事グループ
欧州建設機械部門(トリノ)
兼 欧州自動車部門
イタリア住友商事会社事務従事
<同社トリノ支店長>

建設機械第一部長付(東京)

今井 篤

欧州住友商事グループ
欧州輸送機部門長(アムステルダム)
欧州住友商事会社事務従事
兼 TRITON NAVIGATION B.V.事務従事

欧州住友商事グループ
欧州輸送機部門(アムステルダム)
欧州住友商事会社事務従事
TRITON NAVIGATION B.V.事務従事

河村 浩一

欧州住友商事グループ
欧州機電部門長(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州機電部門(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

佐藤 達

欧州住友商事グループ
欧州総合事業部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

原子力部長(東京)

小阪 新造

北米住友商事グループ
北米コーポレート・コーディネーション
グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡコーポレート・コーディネーション
グループ長(ニューヨーク)
兼 米州総支配人付

 靖浩

北米住友商事グループ
北米コーポレート・コーディネーション
グループ(ワシントン)
米国住友商事会社事務従事
<同社ワシントン事務所長>

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡコーポレート・コーディネーション
グループ(ワシントン)
ワシントン事務所長

吉村 亮太
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

北米住友商事グループ
北米財務・経理グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ財経グループ長(ニューヨーク)
兼 米州総支配人付

田 昌男

北米住友商事グループ
北米リスクマネジメントグループ
(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付
兼 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS
(USA) CORPORATION事務従事

グローバルＳＣＭ事業部長(東京)

安部 賢司

北米住友商事グループ
北米鋼管グループ(カルガリー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 カルガリー店長>
兼 SUMMIT TUBULARS CORP.事務従事

鋼管本部長補佐(東京)

田子 康

北米住友商事グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ長(シカゴ)
米国住友商事会社事務従事
<同社シカゴ店長>

輸送機材部長(東京)

石村 治

北米住友商事グループ
北米機電・情報産業グループ長
(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ機電・情報産業グループ長
(ニューヨーク)

永井 達哉

北米住友商事グループ
北米機電・情報産業グループ(デトロイト)
米国住友商事会社事務従事
<同社デトロイト店長>（※）

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ機電・情報産業グループ(デトロイト)
<兼 同社デトロイト店長>

久野 泰典

北米住友商事グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ長
(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ化学品・エレクトロニクスグループ
(ヒューストン)
SUMMIT PETROCHEMICAL TRADING
INC.事務従事

丸山 浩道

北米住友商事グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ
(ロスアンゼルス)
米国住友商事会社事務従事
<同社ロスアンゼルス店長>

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ化学品・エレクトロニクスグループ
(ロスアンゼルス)
<兼 同社ロスアンゼルス店>

小澤 祐資
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【4月1日付】

新 職

現 職

氏 名

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ生活産業グループ長(ニューヨーク)

小久保 正明

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ(ポートランド)
米国住友商事会社事務従事
<同社ポートランド店長>（※）

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ生活産業グループ(ポートランド)
<兼 同社ポートランド店長>

小笠 昇

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ(アトランタ)
米国住友商事会社事務従事
<同社アトランタ店長>（※）

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ生活産業グループ(アトランタ)
<兼 同社アトランタ店長>

矢野 正明

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ長
(ピッツバーグ)
米国住友商事会社事務従事
<同社ピッツバーグ店長 兼 デンバー店長>
（※）

米国住友商事会社事務従事
ＳＣＯＡ資源・エネルギーグループ長
(ピッツバーグ)
<兼 同社ピッツバーグ店長
兼 デンバー店長>

石原 将

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ
(バンクーバー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社バンクーバー店長>

非鉄金属原料部長付(東京)

沼尾 博之

（※）（駐在地）と所属する<店舗>の所在地が同一の場合は、｢兼｣を使用しないこととしました。
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２．機構改正
【4月1日付】
《フィナンシャル･リソーシズグループ》
資源・化学品経理部

化学品・資源経理部

《金属事業部門》
金属ビジネスエグゼキューション部を廃止する。
【鉄鋼第一本部】
厚板・建材事業部
輸送機材事業部

【鉄鋼第一本部】
厚板･プロジェクト部
輸送機材部
東京鉄鋼建材部

【鉄鋼第二本部】
鉄鋼第二事業企画部
海外薄板事業第一部
海外薄板事業第二部
薄板事業部
自動車鋼板事業部

【鉄鋼第二本部】
海外薄板第一部
海外薄板第二部
海外薄板・半製品部
鉄鋼物流機材部
薄板部
電磁・ブリキ部
薄板事業企画部

【鉄鋼第三本部】
鉄鋼第三事業企画部
海外薄板・半製品事業部
電磁・ブリキ事業部
ステンレス事業部
線材特殊鋼事業部
自動車鋼管事業部

【鉄鋼第三本部】
ステンレス部
線材特殊鋼部
特殊鋼事業企画部
【鋼管本部】
【自動車金属製品本部】
自動車鋼板事業部
自動車鋼管事業部
自動車特殊鋼・軽金属事業部
自動車金属事業企画部

【鋼管本部】

【非鉄金属製品本部】
非鉄製品事業企画部
軽金属事業部
チタン・新素材事業部

【非鉄金属製品本部】
非鉄製品事業企画部
軽金属部
チタン部

《メディア・ライフスタイル事業部門》
【ライフスタイル・リテイル事業本部】
ファッション事業部
ブランド事業部

ファッション・ブランド事業部
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【4月1日付】
《資源・化学品事業部門》
化学品・エレクトロニクス事業部門と資源・エネルギー事業部門を統合し、
『資源・化学品事業部門』を新設する。
上記に伴い、同部門総括部を『資源・化学品総括部』とする。
資源・エネルギー事業開発部を廃止する。
サンクリストバル・プロジェクト部を資源・化学品事業部門直轄組織とする。
【資源第二本部】
原子力・新事業開発部
【基礎化学品本部】
無機・ファインケミカル部

《資源・エネルギー事業部門》【資源第二本部】

原子力部
《化学品・エレクトロニクス事業部門》【基礎化学品本部】

産業機能素材部

《生活産業・建設不動産事業部門》
【食料事業本部】
食料部

糖質・飲料原料部
穀物油脂部

《金融・物流事業部門》
【金融事業本部】
投融資部

金融事業部
投資開発部

【物流保険事業本部】
物流統括部を新設する。
国際物流事業部

物流企画開発部
物流事業部
グローバルSCM事業部

《関西ブロック》
大阪薄板ステンレス線材特殊鋼部

大阪薄板部
大阪ステンレス・線材特殊鋼部

大阪産業インフラ・輸送機部

大阪輸送機部
大阪機電システム部

京都支店を京都営業所とし、大阪産業インフラ・輸送機部の傘下組織とする。
《中部ブロック》
名古屋金属第一部
名古屋金属第二部

名古屋鉄鋼第一部
名古屋鉄鋼第二部
名古屋非鉄金属部
名古屋機電部
名古屋航機電子機器部
名古屋自動車部
名古屋生活資材エネルギー部

名古屋航空宇宙部
名古屋自動車・機電・資材エネルギー部
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【4月1日付】
【韓国住友商事会社】
釜山支店を設立する。
《アジア総支配人》
マニラ支店を閉鎖する。
アジア住友商事会社傘下にフィリピン住友商事会社を設立する。
クアラルンプール支店を閉鎖し、アジア住友商事会社に同支店を設立する。
ハノイ事務所・ホーチミン事務所を閉鎖し、ベトナム住友商事会社に統合する。
ダナン事務所を閉鎖し、ベトナム住友商事会社に同事務所を設立する。
ラホール事務所を閉鎖し、カラチ事務所に統合する。
チッタゴン事務所を閉鎖し、ダッカ事務所に統合する。
コロンボ事務所を閉鎖する。
《米州総支配人》
米国住友商事会社とカナダ住友商事会社を北米住友商事グループとし、
同グループ内にコーポレート／商品部門制を導入する。
北米法務室
北米人材・情報グループ
北米コーポレート・コーディネーショングループ
北米財務・経理グループ
北米リスクマネジメントグループ
北米鋼管グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ
北米機電・情報産業グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ
北米生活産業グループ
北米資源・エネルギーグループ

SCOA法務室
SCOA人材・情報グループ
SCOAコーポレート・コーディネーショングループ
SCOA財経グループ
SCOAリスクマネジメントグループ
SCOA鋼管グループ
SCOA鋼材・非鉄金属グループ
SCOA機電・情報産業グループ
SCOA化学品・エレクトロニクスグループ
SCOA生活産業グループ
SCOA資源・エネルギーグループ

本件に関するお問い合わせ先
住友商事株式会社
広報部 報道チーム
TEL:03-5166-3100 E-mail:press@sumitomocorp.co.jp

以
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上

