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Ⅰ．組織改正（平成２０年４月１日付）
１．改正内容
 (1)  現 石化セグメント
   ①「テレフタル酸部門」を新設する。テレフタル酸部門に化学品本部が所管する「テレフタル酸事業部」を移管する
　　　とともに、「テレフタル酸企画室」を新設する。

   ② 石化基盤本部に「石化基盤事業室」を新設する。

　 ③ 化学品本部に「化学品事業室」を新設する。

　 ④ 化学品本部の「オキソ事業部」と「アクリレート事業部」を統合し、化学品本部に「オキソ･アクリレート事業部」
　　　を置く。

　 ⑤ 化学品本部に「エタノール事業部」を新設する。

　 ⑥ 石化開発部門に「石化技術企画室」を新設するとともに、「新規モノマー事業推進室」にポリマー等の事業推進機
　　　能を付加し、「新規事業推進室」と改称する。

　 ⑦ 石化企画管理部門の「石化企画部」を発展的に解消し、当該機能と新中期計画実現に向けたプロジェクトを推進す
　　　る部署として「企画プロジェクト室」を新設する。

 (2)  現 機能商品セグメント
　 ① 情報電子・電池本部の所管する「電池機材事業部」と「ＨＥＶ推進部」を、機能化学本部に移管する。これに伴い、
     「情報電子・電池本部」を「情報電子本部」に、 「情報電子・電池企画室」を「情報電子企画室」に改称する。

　 ②「機能材料本部」を廃止する。

　 ③「機能商品開発部門」と「機能商品管理部門」を統合し「機能商品開発・管理部門」とする。機能商品開発部門の所
      管する「機能商品研究センター」と機能商品管理部門の所管する「総合企画室」を廃止する。
　

 (3)  技術・生産センターに「名古屋事業所」を新設する。

 (4) 「コーポレート営業推進部」を「コーポレートマーケティング部」に改称する。

 (5) 「人材・組織開発部」を新設する。



２．改正の趣旨
 (1)現 石化セグメント
    テレフタル酸事業については、その事業規模等を勘案し、新たに「テレフタル酸部門」を設置し、厳しい現下の事業環境
　　へ対応することとする。また、経営資源の一層の有効活用を図るため、主に、セグメント全体最適を目指した本部内連携
　　強化、事業シナジーや適正な管理スパンの実現、グループ会社事業の統合対応、戦略的ＲＤの遂行等の観点を踏まえ、組
　　織改正を実施する。

 (2)現 機能商品セグメント
    電池機材事業については、そのマーケットの特性、製品の特質等も踏まえ、機能化学本部に移管する。
    また三菱樹脂社再編に伴い、「機能材料本部」を廃止する。
    一方、現在、機能商品研究センターが所管する主なＲＤ機能を三菱化学科学技術研究センター社及び各事業部に移管する
　　ことに伴い「機能商品研究センター」を廃止し、残るＲＤ機能については、管理部門と統合し効率的運営を図る。
    また、業務の実態も踏まえ「総合企画室」を廃止する。

 (3)技術・生産センター
    三菱樹脂社再編に伴い、三菱化学エムケーブイ社名古屋事業所の機能やあり方について検討した結果、
　　安全・技術等の基盤強化や事業所の規模等も踏まえ、当社 技術・生産センターに「名古屋事業所」を置くこととする。

 (4)コーポレート営業推進部
   「コーポレート営業推進部」のミッションは、営業面からグループ総合力の強化を図り、企業ブランド価値を向上させる
　　ことであるが、近年、中長期・横断的な新規ビジネスの立上げにマーケティングを通じて参画することが求められてお
    り、現在の業務実態も踏まえ「コーポレートマーケティング部」に改称する。

 (5)人材・組織開発部
    新たな「創造」と「飛躍」の実現及びグローバルな企業間競争を勝ち抜くため、また、そのベースとなる第一線の現場力
    の強化のためには、優秀な人材の確保、育成、適正配置及び挑戦し、多様な人材を生かす組織風土への変革が重要とな
    る。今後この課題を積極的に推進するために「人材・組織開発部」を新設する。



３．各執行役員の分担（平成２０年４月１日付）

高下　悦仁郎 常務執行役員 石化基盤本部、化学品本部、ﾎﾟﾘﾏｰ本部、
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門、石化開発部門、石化企画管理部門

露木　滋 　　　常務執行役員 自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部

新國　時生 　　常務執行役員 経営企画室

吉村　章太郎　 常務執行役員 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室、広報・IR室（IR）、
内部統制推進部（J-SOX）、経理部

馬場　敦 　　　常務執行役員 広報・IR室（広報）、
　　　　　　　　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員 内部統制推進部（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ﾘｽｸ管理、CSR）、

総務部、人事部、人材・組織開発部、購買・物流部、
情報ｼｽﾃﾑ部

山本　巌 執行役員 知的財産部

執行役員 分担



Ⅱ　役員関係人事（平成２０年４月１日付）
１．取締役
（１）取締役の異動

新職 旧職 継続職 氏　名

兼 当社 技術・生産ｾﾝﾀｰ 技術部長
兼 当社 同ｾﾝﾀｰ 企画調整部長

代表取締役常務執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ長

宇野 研一(ｳﾉ ｹﾝｲﾁ)

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
経営管理室長
　兼 当社 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室長

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
取締役常務執行役員
　兼 当社 取締役常務執行役員

吉村 章太郎(ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ)

２．執行役員
（１）新任執行役員

▽執行役員
　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長

兼 株式会社三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ
   取締役社長

山本 巌(ﾔﾏﾓﾄ ｲﾜｵ)

（２）執行役員退任

▽（執行役員退任）
　　兼 顧問

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
常務執行役員
　兼 当社 常務執行役員

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役
　兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役

中山 清(ﾅｶﾔﾏ ｷﾖｼ)

▽（執行役員退任）
　　顧問

執行役員
常務執行役員付

今村 信和(ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ)

▽（執行役員退任）
　 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
   ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室(R&D及びIP担当)
　 兼 三菱樹脂株式会社 執行役員
　    商品開発統括ｾﾝﾀｰ長付　※

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
経営戦略室部長
　兼 当社 執行役員

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 執行役員 田中 栄司(ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ)

　※ 本年1月21日に発表済み。



（３）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長
　兼 同ｾﾝﾀｰ 技術部長
  兼 同ｾﾝﾀｰ 企画調整部長
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　 　執行役員 グループ基盤強化室
　　（技術担当）

技術・生産ｾﾝﾀｰ 四日市事業所長 執行役員 池浦 富久(ｲｹｳﾗ ﾄﾐﾋｻ)

▽機能化学本部 副本部長
 （電池担当）

機能化学本部 機能化学企画室長
  兼 同本部 食品機能材部長

執行役員 城阪 欣幸(ｷｻｶ ﾖｼﾕｷ)

▽株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　常務執行役員
　兼 三菱樹脂株式会社 取締役

自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ長
  兼 同ｾﾝﾀｰ 開発部長

兼 常務執行役員 新國 時生(ﾆｲｸﾆ ﾄｷｵ)

▽常務執行役員
  兼 機能化学本部 機能化学企画室長
  兼 同本部 食品機能材部長
  兼 機能商品開発・管理部門長

執行役員 機能化学本部長 露木 滋(ﾂﾕｷ ｼｹﾞﾙ)

▽情報電子本部長
　兼 同本部 情報電子企画室長
　兼 同本部 記憶メディア部長

情報電子・電池本部長
　兼 同本部 情報電子・電池企画室長
  兼 同本部 記憶メディア部長
　兼 機能商品開発部門長
  兼 機能商品管理部門 総合企画室長

執行役員 福村 龍二(ﾌｸﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ)



Ⅲ　人事異動（平成２０年４月１日付）
（１）ライン部長以上

新職 旧職 継続職 氏　名

▽石化基盤本部
　石化基盤事業室長

石化基盤本部
石化原料事業部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

門馬 正明(ﾓﾝﾏ ﾏｻｱｷ)

▽石化基盤本部
  石化原料事業部長

石化基盤本部
石化原料事業部副事業部長

木村 武司(ｷﾑﾗ ﾀｹｼ)

▽兼 化学品本部 化学品事業室長 兼 化学品本部 オキソ事業部長
化学品本部
ＥＯＧ・界面活性剤事業部長

末延 幸辰(ｽｴﾉﾌﾞ ﾕｷﾀﾂ)

▽化学品本部
  オキソ・アクリレート事業部長

化学品本部
アクリレート事業部長

山田 清隆(ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ)

▽化学品本部
  エタノール事業部長

日本エタノール株式会社 白石 基衛(ｼﾗｲｼ ﾓﾄｴ)

▽テレフタル酸部門
  テレフタル酸企画室長

化学品本部
テレフタル酸事業部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

沼田 元幹(ﾇﾏﾀ ﾓﾄｷ)

▽テレフタル酸部門
  テレフタル酸事業部長

石化基盤本部
石化原料事業部長

和賀 昌之(ﾜｶﾞ ﾏｻﾕｷ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部
  ﾎﾟﾘﾏｰ事業室長

ﾎﾟﾘﾏｰ本部
PET・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

相川 幹治(ｱｲｶﾜ ｶﾝｼﾞ)

▽石化開発部門長
  兼 同部門 石化技術企画室長

ﾎﾟﾘﾏｰ本部 ﾎﾟﾘﾏｰ事業室長 理事 森 知行(ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ)

▽石化開発部門
  新規事業推進室長

日本ポリプロ株式会社 第１営業本部
市場開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

中村 恒善(ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈﾖｼ)

▽兼 テレフタル酸部門長
理事
石化企画管理部門長

梅葉 芳弘(ｳﾒﾊ ﾖｼﾋﾛ)

▽炭素本部 炭素事業部 坂出事業所長
炭素本部 炭素事業部 坂出事業所
ｺｰｸｽｾﾝﾀｰ長

山村 雄次(ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ)



ライン部長以上（前頁つづき）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽機能商品開発・管理部門
  技術管理室長

機能商品開発部門 技術管理室長
　兼 同部門 機能商品研究センター長

山岡 弘明(ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ)

▽自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ長 自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長
理事
　兼 自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ
　　 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長

石井 健(ｲｼｲ ｹﾝ)

▽理事
  自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ 開発部長

フロンティアカーボン株式会社
取締役社長

奥山 克己(ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾐ)

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ 四日市事業所長
炭素本部 炭素事業部
坂出事業所長

理事 吉村 修七(ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳｼﾁ)

▽理事
  技術・生産ｾﾝﾀｰ名古屋事業所長
  兼 三菱樹脂株式会社
     理事 技術・生産統括ｾﾝﾀｰ
     長浜工場名古屋製造所長　※

三菱化学エムケーブイ株式会社
理事 名古屋事業所長

清水 裕(ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ)

▽ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 経営管理室部長

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
経営管理室ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ
　兼 当社 経理部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

長田 雅宏(ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ)

▽人材・組織開発部長 人事部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 吉里 彰二(ﾖｼｻﾄ ｼｮｳｼﾞ)

※本年1月21日に発表済み。



（２）部長職以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽石化開発部門
  新規事業推進室

石化開発部門
新規ﾓﾉﾏｰ事業推進室長

守本 正(ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ)

▽石化企画管理部門
  企画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

化学品本部
テレフタル酸事業部長

郷田 庄太郎(ｺﾞｳﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ)

▽石化企画管理部門
  企画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

石化企画管理部門
石化企画部長

白上 博能(ｼﾗｶﾐ ﾋﾛﾖｼ)

▽機能化学本部長付 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長 理事 根本 揚水(ﾈﾓﾄ ﾖｳｽｲ)

▽株式会社三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ
　取締役副社長 （Ｒ＆Ｄ部門長）

石化開発部門長 理事 稲葉 正志(ｲﾅﾊﾞ ﾏｻｼ)

▽化成オプトニクス株式会社　専務取締役
理事
情報電子・電池本部副本部長
（電池担当）

江口 順二(ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ)

▽株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　理事 経営戦略室部長

理事
機能材料本部 機能材料企画室長

後藤 節夫(ｺﾞﾄｳ ｾﾂｵ)



　　（別紙１）

平成２０年４月１日

石化基盤本部 石化基盤事業室

石化原料事業部

ユーティリティー・石化基盤部

化学品本部 化学品事業室

ＥＯＧ・界面活性剤事業部

オキソ・アクリレート事業部

Ｃ４ケミカル事業部

エタノール事業部 技術・生産センター 企画調整部

石化営業部 技術部

ポリマー本部 ポリマー事業室 プロセス安全工学室

PET･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部 設備技術部

フェノール・ポリカーボネート事業部 環境安全・品質保証部

機能性樹脂事業部 認定監査室

テレフタル酸部門 テレフタル酸企画室 黒崎事業所

テレフタル酸事業部 四日市事業所

松山工場 水島事業所

石化開発部門 石化技術企画室 鹿島事業所

新規事業推進室 直江津事業所

石化研究センター 筑波事業所

石化企画管理部門 企画プロジェクト室 名古屋事業所

石化管理部

コーポレートマーケティング部

大阪支社

情報電子本部 情報電子企画室 中部支社

記録メディア部 九州支社

水島工場 北海道支店

オプトエレクトロニクス事業部 北京事務所

筑波工場 上海事務所

ディスプレイ材料事業部

イメージング事業部 イノベーションセンター

直江津工場 経営企画室

小田原工場 グループ経営室

機能化学本部 機能化学企画室 広報・ＩＲ室

食品機能材部 内部統制推進部

パフォーマンスケミカルズ事業部 監査室

イオン交換樹脂事業部 総務部

ＥＬ薬品事業部 人事部

電池機材事業部 人権室

ＨＥＶ推進部 人材・組織開発部

炭素本部 炭素企画室 経理部

炭素事業部 購買・物流部

坂出事業所 知的財産部

機能商品開発・管理部門 管理部 契約・ライセンス室

技術管理室 情報システム部

ヘルスケア部門 ヘルスケア企画室

注）下線部分が今回の組織改正に伴う変更箇所

自動車関連事業推進センター マーケティング部
開発部
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