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Ⅰ-1. 組織変更 （2012年4月1日付）　　　　　　　　　　（「別紙1」参照）

1. 変更の内容

(1) 石化基盤本部、ポリマー本部および化学品本部に関するもの

① 石化基盤本部に「ポリオレフィン事業室」を新設し、ポリマー本部の「ポリマー事業室」を廃止する。

② 化学品本部テレフタル酸部の「松山工場」を廃止する。

(2) 情報電子本部に関するもの

① 「SSLD事業推進室」、「オプトエレクトロニクス事業部」、「フォスファー事業部」を改編し、「ガリウムナイトライ
ド事業部」、「LEDマテリアルズ事業部」、「LED照明事業推進室」を設置する。

② 「ディスプレイ材料事業部」と「ＥＬ薬品事業部」を統合し、「電子デバイスケミカルズ事業部」を設置する。

(3) 機能化学本部に関するもの

① 　「スペシャリティケミカルズ事業部」と「エポキシ事業部」を統合し、「スペシャリティケミカルズ事業部」とす
る。

(4) 「ヘルスケア企画室」を廃止する。

(5) 「機能商品技術部」を廃止する。

2. 変更の趣旨

(1) 石化基盤本部、ポリマー本部および化学品本部に関するもの

① 石化事業の競争力強化を図るためには、石化原料事業と主要誘導品であるポリオレフィン事業との連携強
化が重要であり、石化基盤本部に「ポリオレフィン事業室」を設置する。
なお、現在、ポリマー事業室が所管しているポリオレフィンに関わる機能を同室へ移管するとともに、ポリ
マー本部内の横断的視点からの総合調整や企画・検討等の機能については、石化企画部へ統合すること
により効率的な運営を図る。

② 松山におけるテレフタル酸の生産停止、および2012年3月末のエイ・ジイ・インタナショナル・ケミカル株式
会社からのイソフタル酸運転受託終了に伴い、「松山工場」を廃止する。

(2) 情報電子本部に関するもの

① 「APTSIS 15」の成長事業と位置づけられた白色LED照明/部材事業について、各組織の所管事業を一部
見直し、事業ターゲットを明確化するとともに、一層のシナジーを図ることにより、新規事業の立ち上げ・市
場への本格参入を加速する。

② 情報電子本部において、電子デバイス、ディスプレイ業界などを顧客とし、また、化学品を扱う2事業部を統
合することにより、経営資源の一層の有効活用を図るとともに、事業部組織としての規模・管理スパンの適
正化を図る。

(3) 機能化学本部に関するもの

① 機能化学品分野の成長戦略の一環として、要素技術や製品用途等、共通する要素の多い事業分野を
ターゲットとするスペシャリティケミカルズ事業部とエポキシ事業部を統合する。市場情報の共有化による
マーケティング強化や、新商品開発における技術シナジーを高めることで、総合力を発揮する体制とする。
また生産および生産管理の集約により技術、管理機能の向上および効率化を図る。

(4) 株式会社三菱ケミカルホールディングスにおいて、各事業会社の枠を超えた新規ヘルスケアソリューション
の事業化を推進するとともに、ヘルスケア戦略機能をさらに強化する観点から、「ヘルスケアソリューション
室」を設置することに伴い、当社ヘルスケア企画室のヘルスケアソリューションに関わる機能を株式会社三
菱ケミカルホールディングスのヘルスケアソリューション室へ、また、事業会社管理の機能を当社経営企画
室へ移管する。

(5) 機能商品関係の技術開発の機能は、既にRDとの一体運営を図る観点からRD戦略室へ移管しており、ま
た、直江津・小田原の両事業所を廃止し、両生産拠点の管理運営全般を三菱化学ハイテクニカ株式会社
へ一元化することを踏まえ、「機能商品技術部」を廃止する。これに伴い、筑波事業所の所管、および残る
機能を技術部へ移管する。



Ⅰ-2. 組織変更 （2012年6月1日付）　　　　　　　　　　（「別紙2」参照）

1. 変更の内容

化学品本部に「石化営業統括部」を新設する。

2. 変更の趣旨

石化製品のさらなる営業力強化のためには、石化事業全体やグループにおけるシナジーの追求に加え、
事業部との一体運営のもと外部環境変化に機動的に対応することが求められていることから、本年6月にダ
イアケミカル株式会社を当社に統合し、新設する石化営業統括部において、これまで同社が担ってきた石
化製品の営業等の活動を実施する。



Ⅱ-1. 役員関係人事 （2012年4月1日付）

1. 取締役

(1) 取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

取締役
情報電子本部長　兼　同本部　イメージング事業部長

経営戦略部門長　兼　同部門　RD戦略室長

　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　常務執行役員　グループ基盤強化室

常務執行役員
池浦　富久
（イケウラ　トミヒサ）

取締役　常務執行役員
ポリマー本部長

執行役員
化学品本部　テレフタル酸部長

化学品本部長 梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

取締役　常務執行役員
機能化学本部長

執行役員　黒崎事業所長 鈴木　龍男
（スズキ　タツオ）

(2) 取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

（取締役専務執行役員退任）
　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　副社長執行役員
　 兼　三菱樹脂株式会社　取締役

取締役　専務執行役員
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　専務執行役員

　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　代表取締役

吉村　章太郎
（ヨシムラ　ショウタロウ）

2. 執行役員

(1) 執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

執行役員 理事 経理部長
田原　永三
（タバル　エイゾウ）

執行役員　技術部　筑波事業所長
兼　情報電子本部　ガリウムナイトライド事業部
　　 筑波工場長
　 兼　三菱樹脂株式会社　執行役員
　　　　筑波工場長
　 兼　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　筑波テクノセンター長

理事　機能商品技術部　筑波事業所副所長
兼　情報電子本部　オプトエレクトロニクス事業部
　　 筑波工場　副工場長
　 兼　三菱樹脂株式会社　理事
　　　　筑波工場　副工場長
　 兼　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　筑波テクノセンター副所長

山口　一記
（ヤマグチ　カズキ）

(2) 執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

常務執行役員
電池本部長　兼　炭素本部長

執行役員
四日市事業所長

吉村　修七
（ヨシムラ　シュウシチ）

四日市事業所長 機能商品技術部　筑波事業所長
兼　情報電子本部　オプトエレクトロニクス事業部
　　 筑波工場長
　 兼　三菱樹脂株式会社　執行役員
　　　　筑波工場長
　 兼　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　筑波テクノセンター所長

執行役員

池田　滋
（イケダ　シゲル）



(2) 執行役員の異動 （続き）
新職 旧職 継続職 氏名

経営戦略部門長
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　グループ基盤強化室

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

浦田　尚男
（ウラタ　ヒサオ）

石化基盤本部長 石化企画管理部門長　兼　同部門　石化企画部長
兼　ポリマー本部　ポリマー事業室長

執行役員 岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

ガリウムナイトライド事業部長 オプトエレクトロニクス事業部長 執行役員
小橋　康二
（コバシ　ヤスジ）

　　　　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　　　　代表取締役　取締役社長

四日市事業所　開発研究所長 執行役員
森　知行
（モリ　トモユキ）

四日市事業所　開発研究所長 経営戦略部門　知的財産部長
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　グループ基盤強化室

執行役員
八島　英彦
（ヤシマ　ヒデヒコ）

(2) 執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏名

（専務執行役員退任）
　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　副社長執行役員

専務執行役員
　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　専務執行役員

　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　取締役
　 兼　三菱レイヨン株式会社　取締役

露木　滋
（ツユキ　シゲル）

（常務執行役員退任）
顧問

常務執行役員

　　　　株式会社地球快適化インスティテュート
　　　　取締役　アドバイザリーボード議長

宇野　研一
（ウノ　ケンイチ）

（執行役員退任）

　　　　三菱樹脂株式会社　常務執行役員

執行役員　情報電子本部長
兼　同本部　イメージング事業部長
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　執行役員　グループ基盤強化室
　 兼　三菱樹脂株式会社　取締役

奥川　隆生
（オクガワ　タカオ）

（執行役員退任）
　　　　株式会社菱化システム
　　　　取締役　副社長執行役員 （※1）

執行役員　電池本部長
城阪　欣幸
（キサカ　ヨシユキ）

（※1） 6月開催予定の株式会社菱化システム定時株主総会をもって同社社長就任予定

Ⅱ-2. 役員関係人事 （2012年5月1日付）

1. 取締役の異動
新職 旧職 継続職 氏名

兼　情報電子本部　イメージング事業部長 取締役　常務執行役員
情報電子本部長

池浦　富久
（イケウラ　トミヒサ）



Ⅲ-1. 人事異動 （2012年4月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

顧問 坂出事業所長
大西　武
（オオニシ　タケシ）

兼　石化基盤本部　ポリオレフィン事業室長 石化基盤本部　石化原料事業部長
荒川　義貴
（アラカワ　ヨシタカ）

石化基盤本部　ユーティリティー部長
　　　　鹿島北共同発電株式会社
　　　　取締役　発電所長 （※1）

藤山　政一
（フジヤマ　マサカズ）

化学品本部　テレフタル酸部長
　　　　MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
　　　　取締役社長
　　　　Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd.
　　　　取締役社長

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

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

石化開発部門　石化研究開発室長 石化開発部門　サステイナブルリソース事業推進室
グループマネジャー

駒谷　隆志
（コマヤ　タカシ）

石化企画管理部門長 石化企画管理部門　石化管理部長
遠藤　剛
（エンドウ　ツヨシ）

石化企画管理部門　石化企画部長 石化企画管理部門　石化企画部
赤澤　誠司
（アカザワ　セイジ）

情報電子本部　情報電子企画室長 情報電子本部　EL薬品事業部長 理事
田口　昌宏
（タグチ　マサヒロ）

情報電子本部　電子デバイスケミカルズ事業部長 情報電子本部　ディスプレイ材料事業部長
江藤　俊郎
（エトウ　トシロウ）

情報電子本部　LEDマテリアルズ事業部長 情報電子本部　情報電子企画室長
相川　幹治
（アイカワ　カンジ）



1. ライン部長級以上 （続き）
新職 旧職 継続職 氏名

情報電子本部　LED照明事業推進室長
　　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　水島テクノセンター所長
　 兼　三菱化学メディア株式会社
　　　　水島工場長

信原　一朗
（ノブハラ　イチロウ）

兼　機能化学本部　食品機能材部長 機能化学本部　機能化学企画室長
菅　正弘
（スガ　マサヒロ）

兼　機能化学本部　エポキシ事業部長 理事　機能化学本部　スペシャリティケミカルズ事業部長
稲木　秀次
（イナギ　シュウジ）

黒崎事業所長 石化基盤本部　ユーティリティー部長 理事
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

坂出事業所長
坂出事業所　管理部長
兼　坂出事業所　炭素技術部長

赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

経営戦略部門　RD戦略室長 経営戦略部門　RD戦略室
　 兼　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　　　　常務取締役　企画調整部長

理事
勝呂　芳雄
（カツロ　ヨシオ）

経営戦略部門　知的財産部長
　　　　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　　　　知的財産部長

森田　真
（モリタ　マコト）

内部統制推進部長 総務部長
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　総務室長

片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

総務部長
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　総務室長

総務部　グループマネジャー
　 兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　総務室　グループマネジャー

藤原　謙
（フジワラ　ケン）

購買部長 購買部　グループマネジャー
大曲　一行
（オオマガリ　カズユキ）

技術部 機能商品技術部長
田中　稔
（タナカ　ミノル）

理事　経営戦略部門　RD戦略室
　 兼　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　　　　常務取締役　企画調整部長

　　　　三菱樹脂株式会社
　　　　理事　先端素材事業部長

深川　敏弘
（フカガワ　トシヒロ）



1. ライン部長級以上 （続き）
新職 旧職 継続職 氏名

（理事退任）
　　　　三菱樹脂株式会社
　　　　理事　新規事業関連部門所管役員付

理事　情報電子本部　SSLD事業推進室長
折戸　文夫
（オリト　フミオ）

(理事退任）
　　　　三菱化学メディエンス株式会社
　　　　代表取締役　常務執行役員

理事　内部統制推進部長
遠藤　正志
（エンドウ　タダシ）

　　　　三菱化学メディエンス株式会社
　　　　取締役　執行役員

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
　　　　経営戦略室

川崎　芳夫
（カワサキ　ヨシオ）

（理事退任）
　　　　三菱化学メディエンス株式会社
　　　　執行役員

理事　購買部長
　 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

大谷　健司
（オオタニ　ケンジ）

　　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　常務取締役　企画管理部長

機能商品技術部　直江津事業所長

　 兼　三菱樹脂株式会社
　　　　直江津工場長

　　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　上越テクノセンター長

中村　隆
（ナカムラ　タカシ）

　　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　小田原テクノセンター長

機能商品技術部　小田原事業所長
須川　幸男
（スガワ　ユキオ）

　　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　　　　水島テクノセンター長

情報電子本部　フォスファー事業部長
石渡　俊男
（イシワタリ　トシオ）

（※1） 3月30日付にて鹿島北共同発電株式会社社長付に異動

Ⅲ-2. 役員関係人事 （2012年5月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

情報電子本部　イメージング事業部長
　　　　Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation
　　　　取締役社長

仙波　靖雄
（センバ　ヤスオ）



Ⅳ. 各執行役員の分担 （2012年4月1日付）

執行役員

常務執行役員
梅葉　芳弘

常務執行役員
コンプライアンス推進統括執行役員
大平　教義

常務執行役員
唐津　正典

常務執行役員
鈴木　龍男

執行役員
田原　永三

機能商品管理部、コーポレートマーケティング部

グループ経営室

分担

石化基盤本部、石化開発部門、石化企画管理部門

広報室、内部統制推進部、総務部、人事部、
人材・組織開発部

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



Ⅴ-1. グループ会社社長人事 （2012年4月1日付）

グループ会社 新職 現職 氏名

（取締役社長退任）
　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　顧問

取締役社長
大塚　重徳
（オオツカ　シゲノリ）

取締役社長 常務取締役
睦　哲也
（ムツ　テツヤ）

（取締役社長退任）
技師長
　 兼　三菱樹脂株式会社　技師長

取締役社長
柴田　喜三
（シバタ　キゾウ）

取締役社長
　 兼　三菱化学株式会社
　　　　執行役員

　　　　三菱化学株式会社
　　　　執行役員
　　　　四日市事業所　研究開発所長

森　知行
（モリ　トモユキ）

（取締役社長退任）
　　　　三菱樹脂株式会社　理事

取締役社長 岡田　幹士
（オカダ　カンジ）

取締役社長 （兼務）
　 兼　三菱化学株式会社
　　　　取締役　常務執行役員
　　　　化学品本部長　兼　ポリマー本部長

　　　　三菱化学株式会社
　　　　執行役員　化学品本部長
　　　　兼　同本部　テレフタル酸部長

梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

（取締役社長退任）
顧問

取締役社長
松岡　久晴
（マツオカ　ヒサハル）

取締役社長 取締役副社長
鷲見　富士夫
（スミ　フジオ）

（取締役社長退任）
顧問

取締役社長
松尾　昭裕
（マツオ　アキヒロ）

取締役社長 常務取締役
矢田　修平
（ヤダ　シュウヘイ）

（取締役社長退任）
顧問

取締役社長
内藤　明
（ナイトウ　アキラ）

取締役社長 専務取締役
鈴木　千多賀
（スズキ　チタカ）

Ⅴ-2. グループ会社社長人事 （2012年6月22日付）

グループ会社 新職 現職 氏名

（取締役社長退任）
顧問

取締役社長

　　　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　　執行役員　グループ基盤強化室

小林　基男
（コバヤシ　モトオ）

取締役社長 （※1）
　　　　三菱化学株式会社
　　　　執行役員　電池本部長

城阪　欣幸
（キサカ　ヨシユキ）

（※1） 4月1日付にて株式会社菱化システム取締役副社長執行役員に就任

株式会社菱化システム

中央理化工業株式会社

三菱化学フーズ株式会社

三菱化学メディア株式会社

株式会社三菱化学科学技術研究センター

ダイアケミカル株式会社

株式会社ロンビック



「別紙1」

石化基盤本部 石化基盤事業室 黒崎事業所

ポリオレフィン事業室 四日市事業所

石化原料事業部 水島事業所

ユーティリティー部 鹿島事業所

化学品本部 化学品事業室 坂出事業所

ナレッジビジネス推進室

ＥＯＧ・エタノール事業部 技術部

オキソ・アクリレート事業部 筑波事業所

Ｃ４ケミカル事業部

テレフタル酸部

ポリマー本部 ポリエステル・ナイロン事業部

フェノール・ポリカーボネート事業部 設備技術部

機能性樹脂事業部 環境安全・品質保証部

石化開発部門 石化研究開発室 環境監査室

サステイナブルリソース事業推進室 認定監査室

石化企画管理部門 石化企画部 プロセス安全工学室

石化技術部

石化管理部 コーポレートマーケティング部

自動車関連事業推進センター

情報電子本部 情報電子企画室

情報電子品質保証室 大阪支社

LED照明事業推進室 中部支社

有機ＥＬ事業推進室 九州支社

OPV事業推進室 北海道支店

ガリウムナイトライド事業部

筑波工場 経営戦略部門 経営企画室

電子デバイスケミカルズ事業部 ＲＤ戦略室

イメージング事業部 知的財産部

LEDマテリアルズ事業部 情報システム部

グループ経営室

機能化学本部 機能化学企画室 広報室

食品機能材部 内部統制推進部

スペシャリティケミカルズ事業部 監査室

イオン交換樹脂事業部 総務部

人事部

電池本部 電池企画室 人権室

電池機材事業部 人材・組織開発部

炭素本部 炭素企画室 経理部

炭素事業部 購買部

機能商品管理部 業務革新室

2012年4月１日

全 社 組 織 図
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「別紙2」

石化基盤本部 石化基盤事業室 黒崎事業所

ポリオレフィン事業室 四日市事業所

石化原料事業部 水島事業所

ユーティリティー部 鹿島事業所

化学品本部 化学品事業室 坂出事業所

ナレッジビジネス推進室

ＥＯＧ・エタノール事業部 技術部

オキソ・アクリレート事業部 筑波事業所

Ｃ４ケミカル事業部

テレフタル酸部

石化営業統括部

ポリマー本部 ポリエステル・ナイロン事業部

フェノール・ポリカーボネート事業部 設備技術部

機能性樹脂事業部 環境安全・品質保証部

石化開発部門 石化研究開発室 環境監査室

サステイナブルリソース事業推進室 認定監査室

石化企画管理部門 石化企画部 プロセス安全工学室

石化技術部

石化管理部 コーポレートマーケティング部

自動車関連事業推進センター

情報電子本部 情報電子企画室

情報電子品質保証室 大阪支社

LED照明事業推進室 中部支社

有機ＥＬ事業推進室 九州支社

OPV事業推進室 北海道支店

ガリウムナイトライド事業部

筑波工場 経営戦略部門 経営企画室

電子デバイスケミカルズ事業部 ＲＤ戦略室

イメージング事業部 知的財産部

LEDマテリアルズ事業部 情報システム部

グループ経営室

機能化学本部 機能化学企画室 広報室

食品機能材部 内部統制推進部

スペシャリティケミカルズ事業部 監査室

イオン交換樹脂事業部 総務部

人事部

電池本部 電池企画室 人権室

電池機材事業部 人材・組織開発部

炭素本部 炭素企画室 経理部

炭素事業部 購買部

機能商品管理部 業務革新室

2012年6月１日

全 社 組 織 図
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