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三菱化学株式会社

Ⅰ.  組織変更 （2014年4月1日付）

Ⅱ.  役員関係人事 （2014年4月1日付）

Ⅲ.  人事異動 （2014年4月1日付）

Ⅳ.  各執行役員の分担 （2014年4月1日付）

Ⅴ.  グループ会社社長人事 （2014年4月1日付）

本件に関するお問合せ先: （株）三菱ケミカルホールディングス
 広報・IR室 （電話: 03-6748-7140）

組織変更および人事異動等について
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Ⅰ．組織変更 （2014年4月1日付） (別紙参照)

1．変更の内容
　(1)経理部とグループ経営室を統合し、経理部とする。
　(2)広報室を廃止する。

2．変更の趣旨
　従前経理部で担当していた決算関連業務・会計関連業務については、その多くを三菱ケ
ミカルホールディングスコーポレートスタッフ社に委託していることを踏まえ、より効率
的な体制とすべく、経理部とグループ経営室を統合することとした。

　広報関係については、三菱ケミカルホールディングスグループとしての活動が主体であ
ることを踏まえ、より効率的な体制とすべく、当社としての広報機能については総務部に
移管することとし、広報室の組織を廃止することとした。
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　　（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 マーケティング室

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

イメージング事業部 内部統制推進部

LEDマテリアルズ事業部 監査室

総務部

機能化学本部 機能化学企画室 人事部

食品機能材部 人権室

スペシャリティケミカルズ事業部 人材・組織開発部

スペシャリティケミカルズ第２事業部 経理部

吉富工場 購買部

イオン交換樹脂事業部 業務革新室

植物工場事業推進室

電池本部 電池企画室

電池機材事業部

炭素本部 炭素企画室

炭素事業部

機能商品管理部

下線部が変更部分

2014年４月１日
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Ⅱ. 役員関係人事 （2014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

▽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

常務執行役員
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

代表取締役
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

唐津　正典
（カラツ　マサノリ）

▽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
　兼　株式会社生命科学インスティテュート　取締役

常務執行役員
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

取締役
兼　コンプライアンス推進統括執行役員
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス　人事室長

大平　教義
（オオヒラ　ノリヨシ）

▽経営戦略部門長 化学品本部長　兼　ポリマー本部長 取締役常務執行役員
梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

▽兼　マーケティング室長 取締役常務執行役員　炭素本部長
吉村　修七
（ヨシムラ　シュウシチ）

(2) 取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽(取締役・執行役員退任)
　日本ポリプロ株式会社　取締役社長

取締役常務執行役員　情報電子本部長
兼　マーケティング室長

鈴木　龍男
（スズキ　タツオ）

2. 執行役員

(1) 執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽常務執行役員
執行役員
兼　石化基盤本部　石化基盤事業室長

石化基盤本部長
岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

▽常務執行役員 執行役員 鹿島事業所長
植田　章夫
（ウエダ　アキオ）

▽情報電子本部長 執行役員　情報電子本部　ガリウムナイトライド事業部長
勝呂　芳雄
（カツロ　ヨシオ）

▽ グループ経営室長 執行役員　経理部長
伊達　英文
（ダテ　ヒデフミ）

▽化学品本部長 黒崎事業所長 執行役員
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）
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Ⅱ. 役員関係人事 （2014年4月1日付）

2. 執行役員（続き）

(2) 執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽執行役員 理事 坂出事業所長
赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

▽執行役員 理事 人事部長
片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

▽執行役員 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）

▽執行役員　石化企画本部長
　兼　同本部　石化企画部長
　兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員

理事　広報室長
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス　理事　広報・ＩＲ室長

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

▽執行役員　黒崎事業所長
理事　設備技術部長
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

小林　英信
（コバヤシ　ヒデノブ）

▽執行役員　ポリマー本部長 理事 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）

(3) 執行役員の退任

▽（執行役員退任）
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　Ｒ＆Ｄ戦略室長

執行役員　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

株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員
浦田　尚男
（ウラタ　ヒサオ）

　※下線部分は本年1月16日に発表済み
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Ⅲ. 人事異動 （2014年4月1日付）

1. ライン部長級以上
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　石化基盤事業室　グループマネジャー
佐藤　平吾
（サトウ　ヘイゴ）

▽石化基盤本部　ユーティリティ－部長 石化企画本部　石化企画部長
赤澤　誠司
（アカザワ　セイジ）

▽化学品本部　オキソ・アクリレート事業部長 化学品本部　オキソ・アクリレート事業部長付
尾崎　俊章
（オザキ　トシアキ）

▽石化企画本部　ナレッジビジネス推進室長 石化企画本部　ナレッジビジネス推進室　グループマネジャー
西山　貴人
（ニシヤマ　タカヒト）

▽石化企画本部　石化研究開発室長 四日市事業所　開発研究所　石化技術開発室長
磯谷　真治
（イソガイ　シンジ）

▽石化企画本部　石化技術部　副部長 石化企画本部　ナレッジビジネス推進室長
小野山　勝久
（オノヤマ　カツヒサ）

▽理事 石化企画本部　石化管理部長
大木　基裕
（オオキ　モトヒロ）

▽理事 情報電子本部　情報電子企画室長
有川　峯幸
（アリカワ　ミネユキ）

▽理事 情報電子本部　イメージング事業部長
仙波　靖雄
（センバ　ヤスオ）

▽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

機能化学本部　スペシャリティケミカルズ事業部長 理事
稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽機能化学本部長付

機能化学本部　機能化学企画室長
兼　機能化学本部　食品機能材部長
兼　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　ヘルスケアソリューション部　事業管理室長

菅　正弘
（スガ　マサヒロ）

▽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　スペシャリティケミカルズ事業部　グループマネジャー
江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽機能化学本部　スペシャリティケミカルズ第２事業部長 化学品本部　オキソ・アクリレート事業部長
香春　光千夫
（カハル　ミチオ）

▽機能化学本部　スペシャリティケミカルズ第２事業部　吉富工場長 株式会社エーピーアイコーポレーション　生産センター　環境安全部長
江村　洋
（エムラ　ヒロシ）
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Ⅲ. 人事異動 （2014年4月1日付）

1. ライン部長級以上（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽理事 機能商品管理部長
多屋　真治
（タヤ　シンジ）

▽理事 経営戦略部門　知的財産部長
森田　真
（モリタ　マコト）

▽設備技術部長
　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

三菱化学エンジニアリング株式会社
　オーナーズエンジニアリング本部  オーナーズエンジ1部長

齋藤　哲朗
（サイトウ　テツロウ）

▽理事 購買部長
大曲　一行
（オオマガリ　カズユキ）

▽北海道支店長
　兼　三菱樹脂株式会社　北海道支社長
　兼　三菱樹脂インフラテック株式会社　北海道支店長

三菱樹脂インフラテック株式会社　北海道支店　グループマネジャー
石川　裕子
（イシカワ　ユウコ）

▽三菱樹脂株式会社　セールス＆マーケティング部　グループマネジャー
北海道支店長
兼　三菱樹脂株式会社　北海道支社長
兼　三菱樹脂インフラテック株式会社　北海道支店長

渡辺　克行
（ワタナベ　カツユキ）

▽理事
株式会社三菱化学科学技術研究センター
　電池材料研究所長

田中　秀明
（タナカ　ヒデアキ）

▽（理事退任）
　株式会社ユポ・コーポレーション　常務執行役員

理事　石化企画本部長
兼　同本部　石化研究開発室長

藤原　英幸
（フジワラ　ヒデユキ）

▽越前ポリマー株式会社　取締役社長 石化基盤本部　ユーティリティ－部長
藤山　政一
（フジヤマ　マサカズ）
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Ⅳ．各執行役員の分担 （2014年4月1日付）

執行役員 分担

唐津正典専務執行役員 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

大平教義専務執行役員 内部統制推進部、総務部、人事部、
　　コンプライアンス推進統括執行役員 人材・組織開発部

岡本純一常務執行役員 化学品本部、ポリマー本部、石化企画本部
　　石化基盤本部長

吉村修七常務執行役員 電池本部、大阪支社、中部支社、九州支社
　　炭素本部長　兼　マーケティング室長 北海道支店

和賀昌之執行役員 機能商品管理部
　　機能化学本部長
      兼　同本部　植物工場事業推進室長

下線部が変更点
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Ⅴ. グループ会社社長人事 （2014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）
顧問

取締役社長
深尾　隆久
（フカオ　タカヒサ）

取締役社長 常務取締役
福村　龍二
（フクムラ　リュウジ）

（取締役社長退任）
顧問

代表取締役社長　社長執行役員
深川　幹夫
（フカガワ　ミキオ）

代表取締役社長　社長執行役員 三菱化学株式会社　取締役常務執行役員
鈴木　龍男
（スズキ　タツオ）

（取締役社長退任）
三菱化学株式会社　顧問

取締役社長
城阪　欣幸
（キサカ　ヨシユキ）

取締役社長 三菱レイヨン株式会社　執行役員
小林　浩一
（コバヤシ　コウイチ）

（取締役社長退任）
株式会社ロンビック　理事 生産統括本部長付※2

取締役社長
渡辺　俊文
（ワタナベ　トシフミ）

取締役社長 三菱化学株式会社　ユーティリティー部長
藤山　政一
（フジヤマ　マサカズ）

　※1　2013年12月25日付で三菱化学エンジニアリング株式会社より発表済
　※2  2014年7月1日付で株式会社ロンビック理事　生産統括本部　名古屋工場長就任予定

株式会社越前ポリマー

日本ポリプロ株式会社

株式会社菱化システム

三菱化学エンジニアリング株式会社※1
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