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Ⅰ.組織変更（平成23年4月1日付）（別紙参照）

1．変更の内容

(1) 【情報電子本部関係】
①「OPV事業推進室」を情報電子本部に移管するとともに、「有機EL事業推進室」を設置する。
　 また、「SSLD推進室」を「SSLD事業推進室」に改める。
②「情報電子品質保証室」を新設する。

(2) 「電池本部」を新設し、その下に、現在「機能化学本部」の下にある「電池機材事業部」を移管するとともに、「電池企画室」を設置する。また、「機能化学本
部　HEV推進部」を廃止し、その機能を「電池本部」に統合する。

(3) 「ヘルスケア部門」を廃止する。

(4) 「監査室」を内部統制推進部から分離する。

2．変更の趣旨

(1) ①株式会社三菱ケミカルホールディングスの新中期経営計画「APTSIS 15」において成長・創造事業に位置づけられた「白色LED照明（SSLD）／部材」、
「有機太陽電池（OPV）／部材」、「有機光半導体（有機EL）」（以下総称して「新規事業」）は、事業戦略上、また技術的にも相互に密接に関連している。こ
れらを情報電子本部に集約し、かつ、それぞれの位置づけを明確にすることにより、事業企画・販売・研究開発等において、一層のシナジーを図るととも
に、創造事業の事業化に向けた取り組みを加速する。

②上記の新規事業はいずれも製品販売の段階に入っており、より一層の品質保証体制の確立のため、情報電子本部内に専門組織を設置し、これら新規
事業全体の品質保証を横断的に担当させる。

(2) 現在、電池機材事業部はリチウムイオン電池の主要4部材である、電解液、負極材、正極材及びセパレータ（セパレータは三菱樹脂株式会社が開発・製
造）を所管しており、当社を含む三菱ケミカルホールディングスグループは、世界で唯一、これらの主要4部材を全て保有している。
今般、電池本部として独立させることにより、三菱ケミカルホールディングスグループにおけるシナジー効果を一層高め、事業規模拡大を図る。また、これま
でHEV、EV用リチウムイオン電池部材の事業化に向けた各種検討を行っていた「機能化学本部　HEV推進部」については、電池本部に統合し一本化する
ことで、HEV、EV用リチウムイオン電池部材の事業化についてもさらに加速させる。

(3) 「APTSIS 15」において創造事業に位置づけているヘルスケアソリューションは、株式会社三菱ケミカルホールディングスが主体となって、三菱ケミカルホー
ルディングスグループ全体での協業による一層の加速を図っている。そのため、当社におけるヘルスケア部門を廃止し、ヘルスケア企画室のみを設置する
ことで、ヘルスケア企画室の機動性を促進する。

(4) 監査室が所管する内部監査に関する業務は、本来、他部門からの独立性が強く求められるものである。しかしながら、内部統制推進部発足当時（平成20年
2月1日）、J-SOX対応について一元的に取り進める必要があったこと、また、グループ会社によって、内部統制システムの整備状況に濃淡があったことか
ら、早急に一定レベルまでグループ全体の足並みを揃えることを優先し、コンプライアンス推進、リスク管理と合わせ、監査室も内部統制推進部内に置き、
一元的に体制整備を進めることとした。
今般、J-SOX対応に関する体制が整ったこと、またグループ各社の内部統制システムも一定程度整ってきたことから、本来のあり方に立ち戻り、監査室を分
離することとした。あわせて、グループ各社監査役との連携を一層強化し、内部監査の更なる充実を図ることとする。



Ⅱ．役員関係人事（平成23年4月1日付）（1/2）

1．取締役

（1）取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏　名

▽代表取締役 炭素本部長
常務執行役員
兼　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
     ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室（購買及び業務革新担当）

唐津　正典
（カラツ　マサノリ）

▽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　炭素本部長

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　経営戦略室長
兼　三菱樹脂株式会社　取締役

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　取締役
兼　三菱ﾚｲﾖﾝ株式会社　取締役

越智　仁
（オチ　ヒトシ）

（2）取締役の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽代表取締役 専務執行役員
   石化基盤本部長

取締役 常務執行役員
兼　石化企画管理部門長

ﾎﾟﾘﾏｰ本部長
石塚　博昭
（イシヅカ　ヒロアキ）

（3）取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（取締役退任）
　　兼　株式会社地球快適化ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　取締役
　　     ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ議長

代表取締役 常務執行役員
宇野　研一
（ウノ　ケンイチ）

▽（取締役退任）
　　兼　株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　　　 専務執行役員

取締役　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

専務執行役員
露木　滋
（ツユキ　シゲル）



Ⅱ．役員関係人事（平成23年4月1日付）（2/2）

2．執行役員

（1）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽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）

▽石化企画管理部門長
執行役員　石化企画管理部門　石化企画部長
兼　ﾎﾟﾘﾏｰ本部　ﾎﾟﾘﾏｰ事業室長

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

▽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
         ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｴﾘｱ戦略担当）
   兼　三菱樹脂株式会社　取締役

執行役員　情報電子本部長
奥川　隆生
（オクガワ　タカオ）

▽電池本部長
   兼　同本部　電池企画室長

機能化学本部　副本部長
兼　同本部　電池機材事業部長

執行役員
城阪　欣幸
（キサカ　ヨシユキ）

(2)執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏　名

▽（執行役員退任）
　 （執行役員待遇）

執行役員 坂出事業所長
大西　武
（オオニシ　タケシ）

▽（執行役員退任）
   顧問（※）

執行役員　石化基盤本部長
佐藤　寛樹
（サトウ　ヒロキ）

※平成23年6月開催予定の株主総会にて監査役に就任予定



Ⅲ．人事異動（平成23年4月1日付） （1/2）

1．ライン部長以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽化学品本部　EOG･ｴﾀﾉｰﾙ事業部長
化学品本部　EOG･ｴﾀﾉｰﾙ事業部
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

齊川　学
（サイカワ　マナブ）

▽情報電子本部　情報電子品質保証室長 黒崎事業所　機能製造１部　ＥＬ薬品ｾﾝﾀｰ長
山田　豊
（ヤマダ　ユタカ）

▽情報電子本部　ＳＳＬＤ事業推進室長 情報電子本部　ＳＳＬＤ推進室長 理事
折戸　文夫
（オリト　フミオ）

▽情報電子本部　有機ＥＬ事業推進室長 情報電子本部　有機ELﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
川名　真
（カワナ　シン）

▽情報電子本部　OPV事業推進室長
　 （執行役員待遇）

OPV事業推進室長
（執行役員待遇）

星島　時太郎
（ホシジマ　トキタロウ）

▽電池本部　電池機材事業部長
株式会社三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ
有機デバイス研究所長

荒木　良剛
（アラキ　ヨシタカ）

▽ﾍﾙｽｹｱ企画室長 ﾍﾙｽｹｱ部門　ﾍﾙｽｹｱ企画室室長付
川崎　芳夫
（カワサキ　ヨシオ）

▽監査室長 内部統制推進部　監査室長
樋渡　泰典
（ヒワタシ　ヤスノリ）

▽北海道支店長
   兼　三菱樹脂株式会社　北海道支社長

株式会社三菱樹脂販売　九州支店　直需営業部長
渡辺　克行
（ワタナベ　カツユキ）

▽設備技術部長 設備技術部
小林　英信
（コバヤシ　ヒデノブ）



Ⅲ．人事異動（平成23年4月1日付） （2/2）

2．部長職以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　理事　経営戦略室長

理事
ｴﾑｼｰｼｰﾋﾟｰﾃｨｰｴｰｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ社　社長
兼　三菱化学ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ社　社長
兼　三菱化学ﾀｲﾗﾝﾄﾞ社　社長

和賀　昌之
（ワガ　マサユキ）

▽三菱樹脂株式会社　九州支社　営業推進室
北海道支店長
兼　三菱樹脂株式会社　北海道支社長

安永　直秀
（ヤスナガ　ナオヒデ）

▽ｴﾑｼｰｼｰﾋﾟｰﾃｨｰｴｰｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ社 社長
   兼　三菱化学ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ社　社長
   兼　三菱化学ﾀｲﾗﾝﾄﾞ社 社長

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

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

▽三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
   ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第2本部　生産・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ事業部長

設備技術部長
藤本　英昭
（フジモト　ヒデアキ）



Ⅵ．各執行役員の分担（平成23年4月1日付）

執行役員 分担

石塚　博昭 （イシヅカ　ヒロアキ）
代表取締役　専務執行役員
石化基盤本部長　兼　ポリマー本部長

化学品本部、石化開発部門、石化企画管理部門

唐津　正典 （カラツ　マサノリ）
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、購買部、業務革新室

吉村　章太郎 （ヨシムラ　ショウタロウ）
取締役　専務執行役員

グループ経営室、経理部

露木　滋 （ツユキ　シゲル）
専務執行役員

情報電子本部、電池本部、ヘルスケア企画室

越智 仁（オチ　ヒトシ）
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 炭素本部長

機能商品管理部

大平　教義 （オオヒラ　ノリヨシ）
取締役　常務執行役員
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

宇野　研一 （ウノ　ケンイチ）
常務執行役員

（社長特命）

奥川　隆生 （オクガワ　タカオ）
執行役員
情報電子本部長

コーポレートマーケティング部

※下線部が今回の変更



別紙

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

ナレッジビジネス推進室 水島事業所

ＥＯＧ・エタノール事業部 鹿島事業所

オキソ・アクリレート事業部 坂出事業所

Ｃ４ケミカル事業部

テレフタル酸部 技術部

松山工場 機能商品技術部

ポリマー本部 ポリマー事業室 直江津事業所

ポリエステル・ナイロン事業部 筑波事業所

フェノール・ポリカーボネート事業部 名古屋事業所

機能性樹脂事業部 小田原事業所

石化開発部門 石化研究開発室 設備技術部

サステイナブルリソース事業推進室 環境安全・品質保証部

石化企画管理部門 石化企画部 環境監査室

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

情報電子品質保証室 自動車関連事業推進センター

ＳＳＬＤ事業推進室

有機ＥＬ事業推進室

OPV事業推進室

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

エポキシ事業部 内部統制推進部

電池本部 電池企画室 監査室

電池機材事業部 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

経理部

ヘルスケア企画室 購買部

業務革新室

2011年４月１日

三菱化学株式会社 組織図
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