2011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。
記

１．主管者級人事異動
【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

執行役員(ニューヨーク)
北米住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
米国住友商事会社事務従事
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>
米州総支配人補佐

執行役員(ニューヨーク)
北米住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
北米コーポレート・コーディネーション
グループ長
米国住友商事会社事務従事
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>
米州総支配人補佐

杉森 正人

理事(東京)
基礎化学品・エレクトロニクス本部長

理事(東京)
基礎化学品・エレクトロニクス本部長
エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長

 泰弘

理事(東京)
生活産業・建設不動産事業部門長付

理事(東京)
食料事業本部参事
(株)ケーアイ・フレッシュアクセス事務従事

荒木 良司

理事(北京(BEIJING))
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
人事・総務・法務・ＩＴグループ長
中国住友商事会社事務従事
北京住友商事会社事務従事
<同社社長>

理事(北京(BEIJING))
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
人事・法務・企画グループ長
華北総括ユニット長
中国住友商事会社事務従事
北京住友商事会社事務従事
<同社社長>

松沢 慎也

内部監査部長付(東京)

中国住友商事グループ
インターナルコントロール統括部長
(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事

柴山 薫

地域総括部副部長(東京)

中国住友商事グループ
華南総括ユニット(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 深住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国住友商事会社事務従事
<同社成都事務所長>

小島 弘敬
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

為替業務部長(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

為替業務部副部長(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)
事務従事

沼田 均

金属総括部長付(東京)

大阪鋼管・厚板・輸送機材部長(大阪)
兼 住商鋼管(株)事務従事

鍋島 義夫

輸送機材事業部長(東京)

タイ住友商事会社事務従事(バンコック)
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

永野 義典

自動車鋼板・鋼管事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

自動車鋼板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

川 清

鉄鋼第三本部長付(東京)

ステンレス事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

大樂 文彦

電磁・ブリキ事業部参事(バンコック)
SIAM TINPLATE CO., LTD.事務従事

鉄鋼第一本部長補佐(東京)

加地 俊彦

ステンレス事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

ステンレス事業部参事(東京)
ＮＳステンレス(株)事務従事

戸倉 健夫

国内鋼管・メカニカル鋼管事業部長(東京)

自動車鋼管事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

木戸 郁穂

鋼管企画開発部長(東京)

油井管事業部長付(東京)
兼 ラインパイプ事業部長付

横濱 雅彦

非鉄金属製品本部長補佐(東京)

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

田中 明人

輸送機・建機総括部副部長(東京)

船舶事業企画部長(東京)

須濱 隆志

船舶事業企画部長(東京)

船舶事業企画部参事(東京)
住商マリン(株)事務従事

桜井 知治

船舶事業第二部長付(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>

今井 篤
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

輸送機プロジェクト部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州自動車部門(プラハ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社プラハ支店長>

山名 宗

自動車中東阿第二部長付(東京)

アンマン事務所長(アンマン)
兼 ダマスカス事務所長

小川 博康

建設機械第二部長(東京)

欧州住友商事グループ
欧州建設機械部門長(マドリッド)
スペイン住友商事会社事務従事
<同社社長>

髙木 洋一

電力インフラ事業本部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

アジア住友商事会社事務従事
(クアラルンプール)
<マレーシアビジネスユニット長
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>

望月 一成

電力ＥＰＣ第一部長(東京)

電力・プラントＥＰＣ第一部長(東京)

佐橋 明三

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

バーレーン事務所長(バーレーン)
兼 クウェイト事務所長

松井 清

電力ＥＰＣ第二部長(東京)

電力・プラントＥＰＣ第二部長(東京)

大久保 貴由

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

アジア住友商事会社事務従事(ダッカ)
<同社ダッカ事務所長>

杉山 雅彦

放送・映画事業部長(東京)

放送・映画事業部参事(東京)
アスミック･エース エンタテインメント(株)
事務従事

村田 太一

放送・映画事業部参事(東京)
ユナイテッド･シネマ(株)事務従事

放送・映画事業部長(東京)

原田 人

ダイレクトマーケティング＆ソーシング
事業部長(東京)

ダイレクトマーケティング事業部長(東京)

田中 恵次

ダイレクトマーケティング＆ソーシング
事業部参事(東京)
(株)スミテックス・インターナショナル事務従事

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

木村 秀人

ニッケル新金属事業部長付(東京)

アンタナナリボ事務所長(アンタナナリボ)

有山 暢之
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

天然ガス・ＬＮＧ事業部長(東京)
兼 エネルギー本部長付

ガス事業部長(東京)
兼 エネルギー本部長付

小野瀬 一之

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

合成樹脂部長(東京)

勇崎 幸司

合成樹脂部長(東京)

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
(香港(HONG KONG))
香港住友商事会社事務従事

岡田 卓也

エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長
(東京)

エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長付
(東京)
安東 徳幸
兼 エレクトロニクス・マテリアル第二事業部長付

食料事業業務企画部長(東京)

青果流通事業部参事(東京)
(株)ケーアイ・フレッシュアクセス事務従事

小西 正人

食品部長(東京)

食料事業業務企画部長(東京)

金澤 範和

食品部参事(東京)
住商フーズ(株)事務従事

大阪生活資材・農水産部長(大阪)
兼 住商フーズ(株)事務従事

則本 博文

青果流通事業部長(東京)

食料部参事(大阪)
新光製糖(株)事務従事
兼 新光糖業(株)事務従事

芝山 浩二

青果流通事業部参事(東京)
(株)ケーアイ・フレッシュアクセス事務従事

食品部長(東京)
兼 住商フーズ(株)事務従事

田島 鉄郎

糖質・飲料原料部長(東京)

食料部長付(東京)

前田 浩之

電池事業開発部長付(東京)

浜松支店長(浜松)

武田 二郎

金融事業本部長付(東京)

投資運用部長(東京)

木戸 学

大阪鋼管・厚板・輸送機材部長(大阪)
兼 住商鋼管(株)事務従事

北米住友商事グループ
北米鋼管グループ(ヒューストン)
米国住友商事会社事務従事
<同社ヒューストン店>

飯室 治

大阪化学品・エネルギー部長付(大阪)

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>

中山 敏朗
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

大阪生活資材・農水産部長(大阪)
兼 住商フーズ(株)事務従事

食品部長付(東京)
兼 住商フーズ(株)事務従事

沼田 晃一

中部ブロック長付(名古屋)

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

岡崎 純一郎

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

名古屋航空宇宙部長付(名古屋)
兼 住商エアロシステム(株)事務従事

澤井 孝至

浜松支店長(浜松)

自動車製造事業部長付(東京)

吉川 健

住友商事東北(株)事務従事(仙台)
<同社社長>
兼 東北支社長

鋼管本部長補佐(東京)

今吉 秀行

住友商事東北(株)事務従事(仙台)
東北支社長付

住友商事東北(株)事務従事(仙台)
<同社社長>
東北支社長

首藤 照雄

中国総代表付(香港(HONG KONG))
兼 中国住友商事グループ
人事・総務・法務・ＩＴグループ
兼 リスクマネジメントグループ
香港住友商事会社事務従事
兼 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL
ASIA PTE. LTD.事務従事

中国住友商事グループ
リスクマネジメントグループ長
(香港(HONG KONG))
兼 華南総括ユニット長
香港住友商事会社事務従事
兼 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL
ASIA PTE. LTD.事務従事

本條 亮一

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

中国住友商事グループ
華北総括ユニット(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>
兼 青島住友商事会社事務従事
<同社社長>

浅田 弘一郎

中国住友商事グループ(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 深住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国住友商事会社事務従事
<同社成都事務所長>
兼 人事・総務・法務・ＩＴグループ

合成樹脂部長付(東京)

栗原 淳

中国住友商事グループ
中国金属部門(香港(HONG KONG))
香港住友商事会社事務従事

輸送機材事業部長(東京)

小林 政利
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

中国住友商事グループ
中国住友商事グループ
事業企画推進グループ長(上海(SHANGHAI))
企画・事業推進グループ長(上海(SHANGHAI))
兼 人事・法務・企画グループ
上海住友商事会社事務従事
上海住友商事会社事務従事

渡部 公夫

中国住友商事グループ
リスクマネジメントグループ長
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

中国住友商事グループ
総務・ＩＴグループ長(上海(SHANGHAI))
兼 華東総括ユニット長
上海住友商事会社事務従事

永沼 文憲

アジア住友商事グループ
アジアコーポレートユニット長(シンガポール)
アジア住友商事会社事務従事

アジア住友商事会社事務従事(シンガポール)
<コーポレートユニット長>
兼 アジア総支配人付

出口 雅敏

アジア住友商事グループ
アジアコーポレートユニット(ハノイ)
ベトナム住友商事会社事務従事
<兼 同社ダナン事務所長>

アジア住友商事会社事務従事(ハノイ)
<コーポレートユニット>
兼 ベトナム住友商事会社事務従事

平田 達也

アジア住友商事グループ
アジア鋼管ユニット長(シンガポール)
兼 アジア鋼材・非鉄金属ユニット
アジア住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>

アジア住友商事会社事務従事(シンガポール)
<シンガポールビジネスユニット>

新宅 裕一

アジア住友商事グループ
アジア輸送機・建機ユニット長(ニューデリー)
インド住友商事会社事務従事
<同社社長>

インド住友商事会社事務従事(ニューデリー)
<同社社長>
兼 アジア住友商事会社事務従事

山口 肇

アジア住友商事グループ
アジア資源・化学品・総合事業ユニット
(ムンバイ)
インド住友商事会社事務従事
<同社ムンバイ支店長>

インド住友商事会社事務従事(ムンバイ)
<同社ムンバイ支店長>

大熊 俊彦

アジア住友商事グループ
アジア資源・化学品・総合事業ユニット
(チェンナイ)
兼 アジア輸送機・建機ユニット
インド住友商事会社事務従事
<同社チェンナイ支店長>

インド住友商事会社事務従事(チェンナイ)
<同社チェンナイ支店長>

髙橋 敬一
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

アジア住友商事グループ
アジア資源・化学品・総合事業ユニット
(ホーチミンシチー)
兼 アジア鋼管ユニット
兼 アジア鋼材・非鉄金属ユニット
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社ホーチミン支店長>

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

永島 謙介

アジア住友商事グループ(クアラルンプール)
アジア住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット長
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>

電力・プラントＥＰＣ第三部長(東京)
兼 電力・社会インフラ事業本部長付
兼 住商機電貿易(株)事務従事

矢野 淳一

アジア住友商事グループ(マニラ)
フィリピン住友商事会社事務従事
<同社社長>

フィリピン住友商事会社事務従事(マニラ)
<同社社長>
兼 アジア住友商事会社事務従事

中川 勝司

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

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

池村 圭司

アジア住友商事グループ(ビエンチャン)
アジア住友商事会社事務従事
<同社ビエンチャン事務所長
兼 プノンペン事務所長>

アジア住友商事会社事務従事(ビエンチャン)
<同社ビエンチャン事務所長
兼 プノンペン事務所長>

川田 知生

アジア住友商事グループ(ヤンゴン)
アジア住友商事会社事務従事
<同社ヤンゴン事務所長>

アジア住友商事会社事務従事(ヤンゴン)
<同社ヤンゴン事務所長>

植草 五郎

アジア住友商事グループ(ダッカ)
アジア住友商事会社事務従事
<同社ダッカ事務所長>

電力・プラントＥＰＣ第三部長付(東京)
兼 電力・プラントＥＰＣ第二部長付

渡部 弘之

アジア住友商事グループ(カラチ)
アジア住友商事会社事務従事
<同社カラチ事務所長>

アジア住友商事会社事務従事(カラチ)
<同社カラチ事務所長>

片桐 春一

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事

為替業務部長(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

竹下 正敏

中東住友商事会社事務従事(ドバイ)
MEZON STAINLESS STEEL FZCO事務従事

国内鋼管事業部長(東京)
兼 住商鋼管(株)事務従事

小田原 太郎
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

バーレーン事務所長(バーレーン)
兼 クウェイト事務所長

電力・プラントＥＰＣ第三部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

増永 信彦

アンマン事務所長(アンマン)
兼 ダマスカス事務所長

自動車中東阿第一部長付(東京)

関根 康夫

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
<兼 同社アバディーン支店長>

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

中垣 正樹

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州自動車部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

田 祐司

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門(マドリッド)
スペイン住友商事会社事務従事
<同社社長>

建設機械第二部長(東京)

押谷 隆英

欧州住友商事グループ
欧州化学品・エレクトロニクス部門(プラハ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社プラハ支店長>

エレクトロニクス・マテリアル第二事業部長付
(東京)

清水 隆

欧州住友商事グループ
欧州環境・インフラ・エネルギー部門長
(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

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

小阪 新造

欧州住友商事グループ
欧州環境・インフラ・エネルギー部門
(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
欧州機電部門長(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

佐藤 達

アンタナナリボ事務所長(アンタナナリボ)

アグリサイエンス部長付(東京)
北川 照久
兼 住商アグロインターナショナル(株)事務従事

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

青果流通事業部長(東京)
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丸岡 則之

【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

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 SUMMIT TUBULARS CORP.事務従事

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

田子 康

南米支配人(サンパウロ)
兼 ブラジル住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 ポルトアレグレ出張所長
兼 レシフェ出張所長>
兼 アルゼンチン住友商事会社事務従事
<同社社長>

南米支配人(サンパウロ)
兼 ブラジル住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 ポルトアレグレ出張所長
兼 レシフェ出張所長>
兼 ペルー住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 アルゼンチン住友商事会社事務従事
<同社社長>

伊藤 友久

ペルー住友商事会社事務従事(リマ)
<同社社長>

非鉄金属原料部長付(東京)

二ツ池 毅
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２．機構改正
【4月1日付】

《金属事業部門》
【鉄鋼第二本部】
自動車鋼板 鋼管事業部
自動車鋼板・鋼管事業部

【鉄鋼第二本部】
自動車鋼板事業部

【鋼管本部】
国内鋼管・メカニカル鋼管事業部

【鋼管本部】
国内鋼管事業部

【鉄鋼第三本部】
自動車鋼管事業部を自動車鋼板・鋼管事業部と国内鋼管・メカニカル鋼管事業部に統合する。
【鋼管本部】
鋼管企画開発部を新設する。

(*)

(*)

《インフラ事業部門》
【電力インフラ事業本部】
電力EPC第一部
電力EPC第二部

【電力・社会インフラ事業本部】
電力・プラントEPC第一部
電力・プラントEPC第二部
電力・プラントEPC第三部

《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】
ダイレクトマーケティング＆ソーシング事業部

ファッション事業部
ダイレクトマーケティング事業部

《資源・化学品事業部門》
【資源・化学品事業部門】
サンクリストバル・プロジェクト部
(*)

【資源第一本部】
非鉄金属事業部
ニッケル新金属事業部
鉛・亜鉛事業部

【資源第一本部】
資源事業部
アンバトビー・プロジェクト部
アンバトビ
プロジェクト部
非鉄金属原料部

【エネルギー本部】
天然ガス・LNG事業部

ガス事業部

《生活産業・建設不動産事業部門》
《
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
(*)

食料部

【生活資材本部】
木材資源事業部
建材・セメント部

セメント部
木材資源事業部

《新産業・機能推進事業部門》
【新事業推進本部】
新事業投資部

【新事業推進本部】
新事業投資部
【金融事業本部】
投資運用部
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【4月1日付】

《関西ブロック》
大阪産業インフラ・輸送機部傘下の京都営業所を閉鎖する。
《中国総代表》
華北・華東・華南総括ユニット及びインターナルコントロール統括部を廃止する。
企画・事業推進グループ
人事・総務・法務・ＩＴグループ
(*)

人事・法務・企画グループ
総務・ＩＴグループ
事業企画推進グループ

《アジア総支配人》
アジア総支配人傘下の独立法人・支店・駐在員事務所をアジア住友商事グループとし、
同グループ内に以下コーポレート／5商品ユニット制を導入する。
アジアコーポレートユニット
アジア鋼材・非鉄金属ユニット
アジア鋼管ユニット
アジア輸送機・建機ユニット
アジアインフラ・新産業ユニット
アジア資源・化学品・総合事業ユニット
また、同グループ内のシンガポールビジネスユニット、マレーシアビジネスユニットを
シンガポールユニット、マレーシアユニットに夫々改称する。
《欧州総支配人》
【欧州住友商事グループ】
欧州自動車 建機部門
欧州自動車・建機部門

欧州自動車部門
欧州建設機械部門
欧州機電部門
欧州総合事業部門

欧州環境・インフラ・エネルギー部門
【欧州住友商事会社】
アバディーン支店を新設する。
【イタリア住友商事会社】
トリノ支店を閉鎖する。
《米州総支配人》
【カナダ住友商事会社】
本社をトロントからカルガリーに移転する。

※2月24日付で発表済の機構改正については、組織名の前に(*)で注記しております。

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

