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取締役 監査役

執行役員

独立役員

代表取締役
武藤 光一 1953年生

1976年 4月 当社入社
2002年 6月 当社不定期船部長
2003年 1月 当社経営企画部長
2004年 6月 当社執行役員 

経営企画部長委嘱
2006年 6月 当社常務執行役員
2007年 6月 当社取締役常務執行役員
2008年 6月 当社取締役専務執行役員
2010年 6月 当社代表取締役社長執行役員
2015年 6月 当社代表取締役 

会長執行役員（現職）

代表取締役
高橋 静夫 1959年生

1981年 4月 当社入社
2006年 6月 当社経営企画部長
2008年 6月 当社執行役員  

経営企画部長委嘱
2010年 6月 当社執行役員
2011年 6月 当社常務執行役員
2014年 6月 当社取締役常務執行役員
2015年 6月 当社取締役専務執行役員
2018年 4月 当社代表取締役 

副社長執行役員（現職） 

代表取締役
池田 潤一郎 1956年生

1979年 4月 当社入社
2004年 6月 当社人事部長
2007年 6月 当社定航部長
2008年 6月 当社執行役員
2010年 6月 当社常務執行役員
2013年 6月 当社取締役専務執行役員
2015年 6月 当社代表取締役 

社長執行役員（現職）

取締役
橋本 剛 1957年生

1982年 4月 当社入社
2008年 6月 当社LNG船部長
2009年 6月 当社執行役員 

LNG船部長委嘱
2011年 6月 当社執行役員
2012年 6月 当社常務執行役員
2015年 6月 当社取締役常務執行役員
2016年 4月 当社取締役専務執行役員（現職）

取締役
小野 晃彦 1959年生

1983年 4月 当社入社
2010年 6月 当社経営企画部長
2011年 6月 当社執行役員経営企画部長委嘱
2015年 6月 当社常務執行役員
2017年 4月 当社専務執行役員
2018年 6月 当社取締役専務執行役員（現職）

取締役
丸山 卓 1959年生

1983年 4月 当社入社
2010年 6月 当社財務部長
2011年 6月 当社執行役員財務部長委嘱
2015年 6月 当社常務執行役員
2017年 6月 当社取締役常務執行役員
2018年 4月 当社取締役専務執行役員（現職）

常勤監査役
中島 孝 1959年生

1982年 4月 当社入社
2009年 6月 当社営業調査室長
2011年 6月 当社総務部長
2015年 6月 当社常勤監査役 

（現職）

常勤監査役
実 謙二 1960年生

1984年 4月 当社入社
2009年 6月 当社経営企画部 

CSR・環境室長
2013年 6月 当社IR室長
2015年 6月 当社経理部長
2017年 6月 当社常勤監査役 

（現職）

社外監査役
伊丹 敬之
2011年 6月 当社監査役（現職）
2017年 9月 国際大学学長（現職）

社外監査役
山下 英樹
1982年 4月 弁護士（現職）
1985年 4月 山下英樹法律事務所

（現山下・遠山法律 
特許事務所）開設

1993年 3月 弁理士（現職）
2012年 3月 株式会社 アイセル 

ネットワークス 
社外監査役（現職）

2014年 6月 当社監査役（現職）

独立役員

社外取締役
松島 正之
2011年 6月 当社取締役（現職）
2013年 1月 谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 

シニア・アドバイザー（現職）
2014年 9月 インテグラル株式会社常勤顧問（現職）
2016年 6月 日揮株式会社社外取締役（現職）
2017年 7月 太陽有限責任監査法人経営評議会委員

（現職）

社外取締役
勝 悦子
2003年 4月 明治大学政治経済学部教授（現職）
2015年 3月 一般財団法人進学基準研究機構理事 

（現職）
2016年 6月 当社取締役（現職）
2016年11月 国際大学協会理事（現職）
2018年 4月 国際交流基金資金運用諮問委員会委員長

（現職）

社外取締役
藤井 秀人
2015年 6月 住友商事株式会社顧問（現職）
2016年 6月 当社取締役（現職）

会長執行役員
武藤 光一

社長執行役員
池田 潤一郎

副社長執行役員
高橋 静夫
全般社長補佐、 
チーフコンプライアンスオフィサー、 
チーフインフォメーションオフィサー、 
技術革新本部 副本部長、 
経営監査部／秘書・総務部／ 
コーポレートマーケティング部／ 
商船三井システムズ株式会社 担当

専務執行役員
橋本 剛
エネルギー輸送営業本部長、 
石炭船部／LNG船部管掌、 
エネルギー営業戦略部／燃料部／
海洋事業部 担当

専務執行役員
小野 晃彦
安全運航本部 副本部長／ 
製品輸送営業本部 副本部長、 
経営企画部／定航事業管理部 担当

専務執行役員
丸山 卓
チーフフィナンシャルオフィサー、 
コーポレートコミュニケーション部（IR）／ 
財務部／経理部 担当

専務執行役員
尾本 直俊
製品輸送営業本部長、 
欧州・アフリカ・米州地域担当、 
自動車船部 担当

専務執行役員
川越 美一
チーフテクニカルオフィサー、 
技術革新本部長、技術部／ 
スマートシッピング推進部 担当、 
商船三井システムズ株式会社  
担当補佐

常務執行役員
八嶋 浩一
人事部／ 
新規・環境事業推進部 担当、 
関西地区担当

常務執行役員
赤坂 光次郎
アジア・中東・大洋州地域担当、 
アジア・中東・大洋州総代表 委嘱、 
MOL（Asia Oceania）Pte. Ltd. 
Managing Director委嘱

常務執行役員
田中 利明
ドライバルク営業本部長、 
ドライバルク営業統括部／ 
ドライバルク船二部／ 
ドライバルク船 
スーパーバイジング部 担当

常務執行役員
加藤 雅徳
安全運航本部長、人事部／ 
海上安全部 担当、 
スマートシッピング推進部 担当補佐

常務執行役員
松坂 顕太
エネルギー輸送営業本部 副本部長、 
LNG船部／LNG船安全統括部 担当

常務執行役員
小池 正人
エネルギー輸送営業本部 副本部長、 
油送船一部／油送船二部／ 
タンカー安全管理部 担当、 
燃料部 担当補佐

執行役員
小林 正則
安全運航本部 副本部長、 
ドライバルク船 
スーパーバイジング部／ 
タンカー安全管理部／ 
LNG船安全統括部 担当、 
海上安全部／ 
スマートシッピング推進部 担当補佐

執行役員
日野岳 穣
製品輸送営業本部 副本部長、 
港湾・ロジスティクス事業部 担当

執行役員
市川 香代
チーフコミュニケーション 
オフィサー、働き方改革担当、 
ダイバーシティ担当、 
コーポレート 
コミュニケーション部 担当、 
経営企画部／人事部 担当補佐

執行役員
篠田 敏暢
経営企画部長 委嘱

執行役員
鍬田 博文
ドライバルク営業本部 副本部長／ 
エネルギー輸送営業本部 副本部長、 
石炭船部 担当、 
ドライバルク船二部 担当補佐

執行役員
塩津 伸男
ドライバルク営業本部 副本部長、 
ドライバルク船一部 担当

執行役員
渡邉 律夫
エネルギー輸送営業本部 副本部長、 
油送船二部（ケミカルタンカー事業）
担当、MOL Chemical Tankers  
Pte. Ltd. Managing Director

執行役員
井垣 篤司
製品輸送営業本部 副本部長、 
フェリー事業部 担当、 
株式会社フェリーさんふらわあ 
代表取締役社長

執行役員
中野 宏幸
海洋事業部 担当補佐

執行役員
牛奥 博俊
自動車船部長 委嘱

執行役員
Michael P.Y. Goh
製品輸送営業本部 副本部長、 
港湾・ロジスティクス事業部 
（NVOCC事業）担当、 
アジア・中東・大洋州地域担当補佐、 
MOL Consolidation Service Ltd. 
Chief Executive Officer
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