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Ⅰ.組織変更（平成22年4月1日付）（別紙1参照）

1．改正の内容

(1) 「経営戦略部門」を設置し、その下に「経営企画室」、「知的財産部」、「情報システム部」並びに新設の「RD
戦略室」を置く。「イノベーションセンター」を廃止する。

(2) 【石化開発部門関係】
① 「石化研究センター」を廃止し、「石化開発室」を「石化研究開発室」に改める。
② 「サステイナブルリソース事業推進室」を新設し、「新規事業推進室」を廃止する。

(3) 情報電子本部の「記録メディア部」、「同部水島工場」を廃止する。

(4) 【機能化学本部関係】
① 「パフォーマンスケミカルズ事業部」を｢スペシャリティケミカルズ事業部」に改める。
② 「エポキシ事業部」を新設する。

(5) 「広報・ＩＲ室」を「広報室」に改める。

(6) 「購買・物流部」を改編し「購買部」並びに「業務革新室」を設置する。

2．改正の趣旨

(1) 「経営戦略部門」を設け、その下に経営戦略、RD戦略、知的財産戦略、IT戦略を所管する経営企画室、
RD戦略室、知的財産部、情報システム部を置くことで、一層の連携強化を図る。新設する「RD戦略室」は
RD戦略立案機能に加え、全社的なRD資源の最適配分及びそのモニタリングを所管する。
　また、イノベーションセンター及び事業部門直轄RD、株式会社三菱化学科学技術研究センターのそれ
ぞれで運営しているRD体制を全社的に見直し、エリア毎に再編を行うことで、各エリアにおけるRD資源の
最適配分とRDテーマ間、RD・製造部門間の相互連携の強化を図る。

(2) ① RD運営体制の見直しを踏まえ、石化関連RDの遂行組織である「石化研究センター」を発展的に解消
する。これに伴い「石化開発室」を改編し、石化関連のRD戦略の立案、方針の策定とモニタリング、その他
特命事項を行う「石化研究開発室」を設置する。
② 「サステイナブルリソース事業推進室」を新設し、「新規事業推進室」を廃止する。

(3) MO事業からの撤退等を踏まえ、同事業を所管する「記録メディア部」及び「同部水島工場」を廃止する。

(4) ① 機能化学本部における事業戦略上の「パフォーマンスケミカルズ事業部」の位置づけを踏まえ、組織名
称を「スペシャリティケミカルズ事業部」に改める。
② 本年4月にジャパンエポキシレジン株式会社を当社に統合することに伴い、「エポキシ事業部」を設置す
る。

(5) 当社におけるIR活動は、既に三菱ケミカルホールディングス社に集約がなされていることを踏まえ、組織名
称を「広報室」に改める。

(6) サプライチェーン全体（営業～受注～生産～在庫～出荷）に亘る業務プロセスの全社最適化を推進する
ため、「業務革新室」を設置する。これに伴い、現在「購買・物流部」が所管する物流関連業務については
「業務革新室」へ移管し、同部の名称を「購買部」に改める。



Ⅱ．役員関係人事（平成22年3月31日付）

1．執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽ヴイテック株式会社　代表取締役社長
執行役員　化学品本部長
兼　同本部　テレフタル酸部長 （※1）

梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

（※1） 平成22年4月1日付にて当該職は解兼務

Ⅲ．人事異動（平成22年3月31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　ユーティリティー部長 石化基盤本部　ユーティリティー部長付
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

2．部長職以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽兼　機能商品技術部　小田原事業所長 情報電子本部　ディスプレイ材料事業部長 （※2）
須川　幸男
（スガワ　ユキオ）

▽鹿島北共同発電株式会社　常務取締役 石化基盤本部　ユーティリティー部長
玉井　真一郎
（タマイ　シンイチロウ）

（※2） 平成22年4月1日付にて当該職は解兼務



Ⅳ．役員関係人事（平成22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　ヘルスケア部門長
　 兼　同部門　ヘルスケア企画室長

取締役　常務執行役員　機能化学本部長
兼　同本部　食品機能材部長

露木　滋
（ツユキ　シゲル）

2．執行役員

（1）執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（執行役員退任） 執行役員　経営企画室長
株式会社三菱ケミカルホールディングス
取締役　執行役員　経営戦略室長
兼　三菱樹脂株式会社　取締役

越智　仁
（オチ　ヒトシ）

▽（執行役員退任）

執行役員　ヘルスケア部門長
兼　同部門　ヘルスケア企画室長
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　 ヘルスケア戦略室長

株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員
兼　田辺三菱製薬株式会社　取締役

加賀　邦明
（カガ　クニアキ）

▽（執行役員退任）
　 （執行役員待遇）

執行役員 OPV事業推進室長
星島　時太郎
（ホシジマ　トキタロウ）

▽（執行役員退任）
　 顧問
（※1）

執行役員　経理部長
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　 執行役員　経理室長

 
山口　和親
（ヤマグチ　カズチカ）

（※1） 平成22年6月開催予定の株式会社三菱ケミカルホールディングス定時株主総会にて同社監査役就任予定

（2）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽経営戦略部門長
　 兼　同部門　RD戦略室長

イノベーションセンター長 執行役員
池浦　富久
（イケウラ　トミヒサ）

▽ 兼　化学品本部　テレフタル酸部長 執行役員　化学品本部長
梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

▽ 兼　情報電子本部　記録メディア部長 執行役員　情報電子本部長
奥川　隆生
（オクガワ　タカオ）

▽ 兼　石化基盤本部　石化基盤事業室長 執行役員　石化基盤本部長
佐藤　寛樹
（サトウ　ヒロキ）



Ⅴ．人事異動（平成22年4月1日付）

1．ライン部長以上(1/2)
新職 旧職 継続職 氏　名

▽石化基盤本部　石化基盤事業室長
ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部
グループマネジャー

谷村　知彦
（タニムラ　トモヒコ）

▽化学品本部　化学品事業室長 三南石油化学株式会社　常務取締役
赤澤　誠司
（アカザワ　セイジ）

▽化学品本部　EOG・エタノール事業部長
　 兼　同本部　テレフタル酸部長

エムシーシー・ピーティーエー・インディア社（MCC PTA
India Corporation Private Limited）　社長

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

▽ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部長
エムシーシー・ピーティーエー・アジアパシフィック社（MCC
PTA Asia Pacific Private Company Limited）　取締役

筑本　学
（チクモト　マナブ）

▽石化開発部門長 石化開発部門　石化研究センター長
森　徹
（モリ　トオル）

▽石化開発部門　石化研究開発室長 石化開発部門　石化開発室長
藤原　英幸
（フジワラ　ヒデユキ）

▽石化開発部門　サステイナブルリソース事業推進室長
ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部
グループマネジャー

半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽石化企画管理部門　石化管理部長
株式会社三菱ケミカルホールディングス　経営管理室
グループマネジャー

遠藤　剛
（エンドウ　ツヨシ）

▽情報電子本部　ディスプレイ材料事業部長 日本化成株式会社　理事　無機化学品事業部長
江藤　俊郎
（エトウ　トシロウ）

▽機能化学本部　機能化学企画室長 機能化学本部　機能化学企画室長付
村田　光司
（ムラタ　コウジ）



1．ライン部長以上（2/2）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽機能化学本部　スペシャリティケミカルズ事業部長 機能化学本部　パフォーマンスケミカルズ事業部長 理事
菅　正弘
（スガ　マサヒロ）

▽機能化学本部　エポキシ事業部長
ジャパンエポキシレジン株式会社
取締役　執行役員　企画部長

稲木　秀次
（イナギ　シュウジ）

▽大阪支社長
　 兼　九州支社長

ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部長
尾首　貴士
（オクビ　タカシ）

▽中部支社長 中部支社　副支社長
土居　直樹
（ドイ　ナオキ）

▽経営戦略部門　経営企画室長
株式会社三菱ケミカルホールディングス
CEOオフィス部長

浦田　尚男
（ウラタ　ヒサオ）

▽グループ経営室長 石化企画管理部門　石化管理部長
伊達　英文
（ダテ　ヒデフミ）

▽広報室長 広報・IR室長
髙阪　肇
（タカサカ　ハジメ）

▽経理部長 経理部　グループマネジャー
田原　永三
（タバル　エイゾウ）

▽購買部長
購買・物流部長
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　 理事　グループ基盤強化室（購買・物流担当）

理事
大谷　健司
（オオタニ　ケンジ）



2．部長職以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽明和産業株式会社　社長付
理事　大阪支社長
兼　九州支社長

占部　博
（ウラベ　ヒロシ）

▽石化開発部門長付 石化開発部門　新規事業推進室長
中村　恒善
（ナカムラ　ツネヨシ）

▽四日市事業所　開発研究所長 石化開発部門長 理事
森　知行
（モリ　トモユキ）

▽ 情報電子本部　ディスプレイ材料事業部長 機能商品技術部　小田原事業所長
須川　幸男
（スガワ　ユキオ）

▽ 兼　中部支社長 理事　コーポレートマーケティング部長
小林　裕和
（コバヤシ　ヒロカズ）

▽ 兼　グループ経営室長
株式会社三菱ケミカルホールディングス
経営管理室長

長田　雅宏
（オサダ　マサヒロ）

▽エムシーシー・ピーティーエー・インディア社（MCC
PTA India Corporation Private Limited）　社長

化学品本部　EOG・エタノール事業部長
末延　幸辰
（スエノブ　ユキタツ）

▽ダイアケミカル株式会社　取締役
石化企画管理部門　石化企画部　部長
兼　化学品本部　化学品事業室長

白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽三菱化学エンジニアリング株式会社　経営企画室長 機能化学本部　機能化学企画室長
赤松　弘一
（アカマツ　ヒロカズ）



Ⅵ．各執行役員の分担（平成22年4月1日付）

執行役員 分担

石塚　博昭 （イシヅカ　ヒロアキ）
取締役　常務執行役員
ポリマー本部長　兼　石化企画管理部門長

石化基盤本部、化学品本部、石化開発部門

露木　滋 （ツユキ　シゲル）
取締役　常務執行役員
機能化学本部長　兼　同本部　食品機能材部長
兼　ヘルスケア部門長　兼　同部門　ヘルスケア企画室長

情報電子本部、機能商品管理部、
コーポレートマーケティング部

宇野　研一 （ウノ　ケンイチ）
代表取締役　常務執行役員

技術部、機能商品技術部、設備技術部、
環境安全・品質保証部

吉村　章太郎 （ヨシムラ　ショウタロウ）
取締役　常務執行役員

グループ経営室、経理部

奥川　隆生 （オクガワ　タカオ）
執行役員
情報電子本部長

OPV事業推進室

大平　教義 （オオヒラ　ノリヨシ）
取締役　執行役員
コンプライアンス推進統括執行役員

広報室、
内部統制推進部、総務部、人事部、
人材・組織開発部

唐津　正典 （カラツ　マサノリ）
執行役員
炭素本部長

購買部、業務革新室

※下線部が今回の変更



Ⅶ．グループ会社役員（トップ級）人事

1．鹿島動力株式会社（平成22年3月30日付）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（代表取締役社長退任）
　　同社　顧問

代表取締役社長
永井　一史
（ナガイ　ヒトシ）

▽代表取締役社長 日本ポリケム株式会社　統括部長
渡邊　文尚
（ワタナベ　フミナオ）

2．ヴイテック株式会社（平成22年3月31日付）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（代表取締役社長退任）
　　日本ポリケム株式会社　理事　統括部長

代表取締役社長
中村　幸夫
（ナカムラ　ユキオ）

3．ジャパンエポキシレジン株式会社（平成22年3月31日付）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（代表取締役社長退任）
　　三菱化学株式会社　顧問

代表取締役社長
山本　庸二郎
（ヤマモト　ヨウジロウ）



　　（別紙１）

2010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

ユーティリティー部 黒崎事業所

化学品本部 化学品事業室 四日市事業所

ＥＯＧ・エタノール事業部 水島事業所

オキソ・アクリレート事業部 鹿島事業所

Ｃ４ケミカル事業部 坂出事業所

テレフタル酸部

松山工場 技術部

ポリマー本部 ポリマー事業室 機能商品技術部

ポリエステル・ナイロン事業部 直江津事業所

フェノール・ポリカーボネート事業部 筑波事業所

機能性樹脂事業部 名古屋事業所

石化開発部門 石化研究開発室 小田原事業所

サステイナブルリソース事業推進室 設備技術部

石化企画管理部門 石化企画部 環境安全・品質保証部

石化技術部 認定監査室

石化管理部 プロセス安全工学室

情報電子本部 情報電子企画室 コーポレートマーケティング部

ＳＳＬＤ推進室 自動車関連事業推進センター

オプトエレクトロニクス事業部 大阪支社

筑波工場 中部支社

ディスプレイ材料事業部 九州支社

イメージング事業部 北海道支店

直江津工場 北京事務所

小田原工場 上海事務所

フォスファー事業部

小田原工場 経営戦略部門 経営企画室

ＥＬ薬品事業部 ＲＤ戦略室

機能化学本部 機能化学企画室 知的財産部

食品機能材部 情報システム部

スペシャリティケミカルズ事業部 グループ経営室

イオン交換樹脂事業部 広報室

電池機材事業部 内部統制推進部

ＨＥＶ推進部 監査室

エポキシ事業部 総務部

炭素本部 炭素企画室 人事部

炭素事業部 人権室

機能商品管理部 人材・組織開発部

ＯＰＶ事業推進室 経理部

ヘルスケア部門 ヘルスケア企画室 購買部

業務革新室

※下線部が今回の変更
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