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組織変更ならびに人事異動等について



Ⅰ. 組織変更 （2013年4月1日付）　　　　　　　　　　（「別紙」参照）

1. 変更の内容

(1) 石化開発部門、石化企画管理部門、化学品本部およびポリマー本部に関するもの

① 「石化開発部門」と「石化企画管理部門」を統合し、「石化企画本部」を設置する。

② 「化学品本部　ナレッジビジネス推進室」を「石化企画本部」へ移管する。

③ 「石化開発部門　サステイナブルリソース事業推進室」を「サステイナブルリソース事業部」に改称し、「ポリマー本部」へ移管する。

④ 「ポリマー本部　ポリエステル・ナイロン事業部」を「ポリエステル事業部」に改称する。

(2) 「コーポレートマーケティング部」を「販売支援室」に改称する。

(3) 採用に関する業務を「人材・組織開発部」から「人事部」に移管する。

2. 変更の趣旨

(1) 石化開発部門、石化企画管理部門、化学品本部およびポリマー本部に関するもの

① 石化事業の将来戦略に則り、ＲＤ投資管理および研究開発の推進をより強化するため、「石化開発部門」と「石化企画管理部門」を統合
し、「石化企画本部」を設置、一体運営を図ることとした。

② 「化学品本部 ナレッジビジネス推進室」については、ライセンスビジネスのグローバル展開において企画部門および研究開発部門との連
携が一層重要となることを踏まえ、「石化企画本部」所管とする。

③ サステイナブルリソース事業については、ｲｿｿﾙﾊﾞｲﾄﾞﾎﾟﾘﾏｰ（DURABIO®）製造プラントの営業運転を昨年から開始し、事業として本格展開を
図るステージに移行したことを踏まえ、「ポリマー本部」所管の事業部に位置づけることとした。なお、サステイナブルリソース事業の一
体運営という観点から、ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝｻｸｼﾈｰﾄについても引き続き「サステイナブルリソース事業部」が所管する。

④ 「ポリエステル・ナイロン事業部」については、本年５月をもって、ﾃﾞｨｰｴｽｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ株式会社からのナイロン受託生産
が終了することから、組織名称を「ポリエステル事業部」に改める。

(2) 現在、「コーポレートマーケティング部」で実施している各種新規事業テーマについて、より詳細に事業化に向けた検討を行うフェーズに
至ったことから、各々適切な事業主体へ移管する。これに伴い、同部の機能としては営業活動の支援・調整機能が中心となることから、組
織名称を「販売支援室」に改める。

(3) 採用関係業務については、人材育成との結びつきを考慮し、これまで「人材・組織開発部」にて担当してきたが、事業構造改革が進展する
中、人材計画、要員配置とのより密接な連携が必要であることから、本業務について、「人事部」へ移管することとする。



「別紙」

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

坂出事業所

化学品本部 ＥＯＧ・エタノール事業部

オキソ・アクリレート事業部 技術部

Ｃ４ケミカル事業部 筑波事業所

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

サステイナブルリソース事業部 RC監査室

プロセス安全工学室

石化企画本部 石化企画部

ナレッジビジネス推進室

石化研究開発室 販売支援室

石化技術部

石化管理部 大阪支社

中部支社

九州支社

情報電子本部 情報電子企画室 北海道支店

情報電子品質保証室

LED照明事業推進室

有機ＥＬ事業推進室 経営戦略部門 経営企画室

OPV事業推進室 ＲＤ戦略室

ガリウムナイトライド事業部 知的財産部

筑波工場 情報システム部

電子デバイスケミカルズ事業部 グループ経営室

イメージング事業部 広報室

LEDマテリアルズ事業部 内部統制推進部

監査室

機能化学本部 機能化学企画室 総務部

食品機能材部 人事部

スペシャリティケミカルズ事業部 人権室

イオン交換樹脂事業部 人材・組織開発部

経理部

電池本部 電池企画室 購買部

電池機材事業部 業務革新室

炭素本部 炭素企画室

炭素事業部

機能商品管理部

2013年4月1日

全 社 組 織 図 

株
主
総
会

 

監
 
査
 
役
 
会

 

監
 
査
 
役

 

取
 
 
締
 
 
役
 
 
会

 

社
 
長

 



Ⅱ. 役員関係人事 （2013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 兼　電池本部長 常務執行役員　炭素本部長
吉村　修七
（ヨシムラ　シュウシチ）

(2) 取締役の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽　販売支援室長 兼　機能化学本部長
取締役　常務執行役員
情報電子本部長

鈴木　龍男
（スズキ　タツオ）

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　経営戦略部門（特命担当） 理事

フェロー
　　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　　合成技術研究所長
兼　同社　無機系機能材料研究所長

瀬戸山　亨
（セトヤマ　トオル）

▽　執行役員 理事 グループ経営室長
伊達　英文
（ダテ　ヒデフミ）

▽　執行役員　総務部長
　　兼　内部統制推進部長

三菱樹脂株式会社　執行役員　総務部長
兼　同社　総務部　広報室長

田中　敦
（タナカ　アツシ）

▽　執行役員　四日市事業所長 理事　黒崎事業所　管理部長
森　徹
（モリ　トオル）

▽　執行役員　機能化学本部長
株式会社三菱ケミカルホールディングス
執行役員　経営戦略室長

和賀　昌之
（ワガ　マサユキ）



2. 執行役員（続き）

(2) 執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽　電池本部長 電池本部　電池機材事業部長 執行役員
荒木　良剛
（アラキ　ヨシタカ）

▽　
情報電子本部　ガリウムナイトライド事業部
筑波工場長

執行役員　技術部　筑波事業所長
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

山口　一記
（ヤマグチ　カズキ）

(3) 執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽（常務執行役員退任）
　　顧問

常務執行役員
梶原　泰裕
（カジワラ　ヤスヒロ）

▽（執行役員退任）
　　川崎化成工業株式会社　顧問

執行役員　四日市事業所長
池田　滋
（イケダ　シゲル）

▽（執行役員退任）
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　執行役員　中国総代表
　　兼　三菱化学控股管理（北京）有限公司　董事長

執行役員　中国総代表 三菱化学控股管理（北京）有限公司　総経理
瀬川　拓
（セガワ　タク）

▽（執行役員退任）
　　三菱レイヨン株式会社　執行役員

執行役員　人事部長
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

二又　一幸
（フタマタ　カズユキ）



Ⅲ. 人事異動 （2013年4月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

▽　化学品本部　EOG・エタノール事業部長
石化基盤本部　石化原料事業部
グループマネジャー

松田　秀行
（マツダ　ヒデユキ）

▽　化学品本部　C4ケミカル事業部長 化学品本部　EOG・エタノール事業部長
齋川　学
（サイカワ　マナブ）

▽　化学品本部　テレフタル酸部長 MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽　理事
ポリマー本部
フェノール・ポリカーボネート事業部長

半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽　理事 ポリマー本部　ポリエステル・ナイロン事業部長 ポリマー本部　機能性樹脂事業部長
瀧本　丈平
（タキモト　ジョウヘイ）

▽　ポリマー本部　ポリエステル事業部長
ポリマー本部　ポリエステル・ナイロン事業部
グループマネジャー

藤森　義啓
（フジモリ　ヨシヒロ）

▽　理事　ポリマー本部
　　サステイナブルリソース事業部長

石化開発部門　サステイナブルリソース事業推進室長 駒谷　隆志
（コマヤ　タカシ）

▽　石化企画本部長
　　兼　同本部　石化研究開発室長

石化開発部門長
兼　同部門　石化研究開発室長

理事
藤原　英幸
（フジワラ　ヒデユキ）

▽　情報電子本部　ガリウムナイトライド事業部
　　筑波工場長

情報電子本部　ガリウムナイトライド事業部
筑波工場　技術開発センター長

細川　素弘
（ホソカワ　モトヒロ）

▽　理事 情報電子本部　電子デバイスケミカルズ事業部長
江藤　俊郎
（エトウ　トシロウ）

▽　顧問 情報電子本部　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）

▽　情報電子本部　OPV事業推進室長 情報電子本部　OPV事業推進室 理事
山岡　弘明
（ヤマオカ　ヒロアキ）



1. ライン部長級以上（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽　理事　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　イオン交換樹脂事業部長
稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽　機能化学本部　イオン交換樹脂事業部長
機能化学本部　イオン交換樹脂事業部
グループマネジャー

石丸　元國
（イシマル　モトクニ）

▽　電池本部　電池企画室長 炭素本部　炭素企画室　グループマネジャー
長野　洋三
（ナガノ　ヨウゾウ）

▽　理事　電池本部　電池機材事業部長 電池本部　電池企画室長
白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽　理事 炭素本部　炭素事業部長
西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

▽　炭素本部　炭素企画室長 炭素本部　炭素事業部　グループマネジャー
加藤　剛
（カトウ　タダシ）

▽　黒崎事業所　管理部長 炭素本部　炭素企画室長 理事
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）

▽　理事　大阪支社長
　　兼　九州支社長

中部支社長
土居　直樹
（ドイ　ナオキ）

▽　中部支社長 三菱化学インディア社　取締役社長
高尾　昌二
（タカオ　ショウジ）

▽　理事　人事部長 内部統制推進部長
片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

▽　人材・組織開発部長
人材・組織開発部
グループマネジャー

竹内　昌子
（タケウチ　マサコ）

▽　株式会社三菱ケミカルホールディングス　理事 総務部長
株式会社三菱ケミカルホールディングス
総務室長

藤原　謙
（フジワラ　ケン）



1. ライン部長級以上（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽　三菱樹脂株式会社　理事　人事部長 人材・組織開発部長
青木　真二
（アオキ　シンジ）

▽　三菱化学（中国）商貿有限公司　董事長総経理
　　兼　三菱化学（上海）有限公司　董事長総経理
　　兼　三菱化学香港社　総経理

大阪支社長
兼　九州支社長

理事
尾首　貴士
（オクビ　タカシ）

▽　三菱化学（中国）商貿有限公司
　　兼　三菱化学（上海）有限公司
　　兼　三菱化学香港社

三菱化学（中国）商貿有限公司　董事長総経理
兼　三菱化学（上海）有限公司　董事長総経理
兼　三菱化学香港社　総経理

理事
園田　孝一
（ソノダ　コウイチ）

▽　三菱化学タイランド社　取締役社長 サウディ石油化学株式会社
岩田　一
（イワタ　ハジメ）

▽　三菱化学インディア社　取締役社長 日本ポリプロ株式会社
横尾　憲二
（ヨコオ　ケンジ）

▽　（理事退任）
　　三菱化学物流株式会社　顧問

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）

▽　日本ポリケム株式会社　取締役　統括部長 寧波三菱化学有限公司　総経理
善林　永寿
（ゼンバヤシ　エイジュ）

▽　日本ポリプロ株式会社　理事　第2営業本部長 化学品本部　C4ケミカル事業部長
馬場　祐司
（ババ　ユウジ）

▽　寧波三菱化学有限公司　総経理 三菱化学タイランド社　取締役社長
山口　慎吾
（ヤマグチ　シンゴ）

▽ 化学品本部　テレフタル酸部長

理事
兼　MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
　　取締役社長
兼　三菱化学シンガポール社　取締役社長

末延　幸辰
（スエノブ　ユキタツ）

▽　（理事退任）
　　明和産業株式会社

理事　コーポレートマーケティング部長
長谷川　龍
（ハセガワ　リュウ）



Ⅳ. 各執行役員の分担 （2013年4月1日付）

執行役員

常務執行役員
化学品本部長　兼　ポリマー本部長
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
情報電子本部長　兼　販売支援室長
鈴木　龍男

常務執行役員
炭素本部長
吉村　修七

電池本部

執行役員
田原　永三

分担

石化基盤本部、石化企画本部

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

機能商品管理部、大阪支社、中部支社、九州支社、北海道支店

グループ経営室



Ⅴ-1. グループ会社社長人事 （2013年3月27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
伊藤　哲夫
（イトウ　テツオ）

取締役社長 常務取締役
玉井　真一郎
（タマイ　シンイチロウ）

Ⅴ-2. グループ会社社長人事 （2013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）
三菱化学株式会社　顧問

取締役社長
水野　愛司
（ミズノ　アイジ）

取締役社長 日本ポリエチレン株式会社　取締役社長
深川　幹夫
（フカガワ　ミキオ）

（取締役社長退任）
日本ポリプロ株式会社　取締役社長

取締役社長
深川　幹夫
（フカガワ　ミキオ）

取締役社長 取締役
府川　洋一
（フカワ　ヨウイチ）

（取締役社長退任）
顧問

取締役社長
横須賀　太志
（ヨコスカ　フトシ）

取締役社長 常務取締役
水野　生雄
（ミズノ　イクオ）

日本ポリエチレン株式会社

油化電子株式会社

鹿島北共同発電株式会社

日本ポリプロ株式会社
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