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三菱化学株式会社

Ⅰ.  組織変更 （2015年4月1日付）
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 広報・IR室 （電話: 03-6748-7140）

組織変更ならびに人事異動等について
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Ⅰ．組織変更(2015年4月1日）

1．変更の内容

① 「情報電子品質保証室」を廃止する
②  「LED照明事業推進室」を廃止する。
③  「電子デバイスケミカルズ事業部」を「ディスプレイマテリアルズ事業部」と「半導体マテリアルズ事業部」に分割する。
　

2．変更の趣旨

① 情報電子品質保証室は、2011年4月に、LED照明・OPV・有機ELの各事業における製品品質の向上・安定、並びに品質技術を確立する目的で
設立されたが、これまでに所期の目的を達成したと考えられることから、今後は品質保証関連業務は各事業推進室に移管することとした。

② LED照明事業については、商品開発・海外調達・マーケティングを当社が担当し、海外販売を三菱化学メディア社の子会社であるバーベイタム社
が担当しているが、今後一層の事業拡大、グローバル化を推進していく中で、より効率的な事業運営を行う観点から、三菱化学メディアグループ
に、海外調達・マーケティング機能を移管することとした。これに伴い、残るLED照明の商品開発機能については、情報電子企画室に移管統合す
ることとした。

③ 電子デバイスケミカルズ事業部はディスプレイ材料事業とEL薬品（電子工業用薬品）事業を所管しているが、今後の事業展開において 特に技
術開発や顧客対応等の面でそれぞれの事業特性に応じたより迅速かつ高度な対応が求められることから事業部を分割することとした。

現在、世界各国・地域において、化学物質管理に関する新たな法規制の制定や見直しが進んでおり、それぞれの規制への対応が必須となってきて
いる。
また、化学物質をそのリスクに応じて適正かつ安全に管理するための情報をサプライチェーンの川上から川下の事業者に対し自主的に提供すること
が求められる等、化学品管理に関する業務は多様化、複雑化しており、併せて化学品メーカーとしての管理責任も増大してきている。
こうした背景を踏まえ、従来環境安全・品質保証部にて実施していた化学品管理規制対応および情報管理について新たに化学品管理室を設置し、
関連業務に取り組む体制とすることとした。

(2)石化管理部　および　機能商品管理部　関係

(3)化学品管理室　関係

(1)情報電子本部関係

(2)「石化管理部」及び「機能商品管理部」を廃止する

(3)「化学品管理室」を新設する。

(1)情報電子本部関係

石化管理部においては、石化基盤本部、化学品本部、ポリマー本部、石化企画本部に関わる人事・経理関連業務を、機能商品管理部においては、
情報電子本部、機能化学本部、電池本部、炭素本部に関わる人事・経理およびRC関連業務を所管しているが、人事部および経理部との間で一部
重複する業務も存在していることから、より効率的な運営とするとともに、全社コーポレートとしての人事部・経理部と各事業部門との更なる連携にも
つなげるべく、人事関連業務については人事部に、経理関連業務は経理部に移管することとし、残るRC関係業務は各本部企画室に統合することと
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 化学品管理室

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

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
有機ＥＬ事業推進室
OPV事業推進室
ガリウムナイトライド事業部 経営戦略部門 経営企画室

筑波工場 ＲＤ戦略室
ディスプレイマテリアルズ事業部 知的財産部
半導体マテリアルズ事業部 情報システム部
イメージング事業部
LEDマテリアルズ事業部 内部統制推進部

監査室
総務部

機能化学本部 機能化学企画室 人事部
植物工場事業推進室 人材・組織開発部
食品機能材部 経理部
スペシャリティケミカルズ事業部 購買部
スペシャリティケミカルズ第２事業部 業務革新室

吉富工場
イオン交換樹脂事業部

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

(下線部が変更点)

2015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
 

3 / 10



Ⅱ. 役員関係人事 （2015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

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

(2) 取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽取締役 常務執行役員　石化基盤本部長
岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

▽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 執行役員　内部統制推進部長 総務部長
田中　敦
（タナカ　アツシ）

(3) 取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽（取締役退任　執行役員退任)
取締役専務執行役員　　コンプライアンス推進統括執行役員
株式会社三菱ケミカルホールディングス　人事室長

株式会社三菱ケミカルホールディングス専務執行役員
株式会社生命科学インスティテュート　取締役

大平　教義
（オオヒラ　ノリヨシ）

▽（取締役退任　執行役員退任）
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　顧問

取締役常務執行役員　経営戦略部門長
梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）
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Ⅱ. 役員関係人事 （2015年4月1日付）

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　四日市事業所長 執行役員　水島事業所長
大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

▽常務執行役員 執行役員　植物工場事業推進室長 機能化学本部長
和賀　昌之
（ワガ　マサユキ）

▽執行役員　経理部長 株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員　経営管理室長
長田　雅宏
（オサダ　マサヒロ）

▽炭素本部長 執行役員　炭素本部　炭素事業部長
西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

(2) 執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽執行役員 理事 電池本部　電池機材事業部長
白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽執行役員　水島事業所長 理事　水島事業所　企画管理部長
羽尾　務
（ハオ　ツトム）

(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　執行役員　経営管理室長

執行役員　経理部長
伊達　英文
（ダテ　ヒデフミ）

▽（執行役員退任）
　顧問
　（※6月下旬に開催する定時株主総会後に監査役就任予定)

執行役員　四日市事業所長
森　徹
（モリ　トオル）

▽（執行役員退任）
　株式会社アストロ　常務取締役

執行役員　技術部　筑波事業所長
三菱樹脂株式会社　執行役員　筑波工場長
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）
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Ⅲ. 人事異動 （2015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　C4ケミカル事業部長 エムシーシーピーティーエーアジアパシフィック社
門馬　正明
（モンマ　マサアキ）

▽ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部長 化学品本部　C4ケミカル事業部長
齊川　学
（サイカワ　マナブ）

▽理事 ポリマー本部　機能性樹脂事業部長
関　基弘
（セキ　モトヒロ）

▽ポリマー本部　サステイナブルリソース事業部長
ポリマー本部　機能性樹脂事業部　グローバル事業ユニット
　グループマネジャー

堀　和也
（ホリ　カズヤ）

▽情報電子本部　情報電子企画室　グループマネジャー 情報電子本部　情報電子品質保証室長
山田　豊
（ヤマダ　ユタカ）

▽情報電子本部　ディスプレイマテリアルズ事業部長 情報電子本部　電子デバイスケミカルズ事業部長 理事
江藤　俊郎
（エトウ　トシロウ）

▽理事　情報電子本部　半導体マテリアルズ事業部長 太洋新技社　総経理
梅沢　健史
（ウメザワ　タケシ）

▽機能化学本部　植物工場事業推進室長 機能化学本部　機能化学企画室　グループマネジャー
飯泉　康弘
（イイズミ　ヤスヒロ）

▽電池本部　電池企画室長 電池本部　電池機材事業部　グループマネジャー
北田　裕二
（キタダ　ユウジ）

▽四日市事業所　開発研究所長 経営戦略部門　知的財産部長 理事
森田　真
（モリタ　マコト）

▽理事　水島事業所　企画管理部長
水島事業所　環境安全部長
　兼　水島事業所　品質保証部長

木林　孝夫
（キバヤシ　タカオ）

▽理事　技術部　筑波事業所長
　三菱樹脂株式会社　理事　筑波工場長
　三菱化学ハイテクニカ株式会社　筑波テクノセンター長

技術部　筑波事業所　総合サポート室長
三菱樹脂株式会社　筑波工場　管理部長
三菱化学ハイテクニカ株式会社　筑波テクノセンター　総務管理部長

古木　登
（フルキ　ノボル）
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Ⅲ. 人事異動 （2015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 設備技術部長
齋藤　哲朗
（サイトウ　テツロウ）

▽化学品管理室長 環境安全・品質保証部　グループマネジャー
内田　康一
（ウチダ　ヤスカズ）

▽中部支社長 化学品本部　石化営業統括部長
野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

▽経営戦略部門　経営企画室長 ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部長 理事
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽理事　経営戦略部門　知的財産部長 経営戦略部門　知的財産部　グループマネジャー
正木　泰子
（マサキ　ヤスコ）

▽経営戦略部門　情報システム部長 株式会社菱化システム　理事　企画統括部長
柴田　昭彦
（シバタ　アキヒコ）

▽内部統制推進部長 機能商品管理部長 理事
多屋　真治
（タヤ　シンジ）

▽理事 人材・組織開発部長
竹内　昌子
（タケウチ　マサコ）

▽業務革新室長 電池本部　電池企画室長
長野　洋三
（ナガノ　ヨウゾウ）

▽理事 株式会社三菱ケミカルホールディングス　CEOオフィス室長 株式会社三菱ケミカルホールディングス　広報・IR室長
髙阪　肇
（タカサカ　ハジメ）

▽株式会社三菱ケミカルホールディングス　情報システム室長 経営戦略部門　情報システム部長
板野　則弘
（イタノ　ノリヒロ）

▽理事
　三菱レイヨン株式会社　コンポジット製品事業部長

三菱樹脂株式会社　炭素繊維事業部長
中越　明
（ナカゴシ　アキラ）

▽株式会社生命科学インスティテュート　管理部　経理室長 石化企画本部　石化管理部長 理事
大木　基裕
（オオキ　モトヒロ）
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Ⅲ. 人事異動 （2015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

▽（理事退任）
　大陽日酸株式会社　顧問　（開発・エンジニアリング本部長附）

理事　四日市事業所　開発研所長
深川　敏弘
（フカガワ　トシヒロ）

▽エムシーシーピーティーエーアジアパシフィック社　取締役社長
　兼　三菱化学シンガポール社　取締役社長

エムシーシーピーティーエーインディア社　取締役社長
筑本　学
（チクモト　マナブ）

▽エムシーシーピーティーエーインディア社　取締役社長
化学品本部　テレフタル酸部
（※　3月1日付にて　三菱化学インドネシア社取締役社長より異動）

野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）

▽三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社　技術センター長付 ポリマー本部　サステイナブルリソース事業部長 理事
駒谷　隆志
（コマヤ　タカシ）

▽情報電子本部　情報電子企画室　グループマネジャー 情報電子本部　LED照明事業推進室長 三菱化学メディア株式会社　LED照明事業推進室長
信原　一朗
（ノブハラ　イチロウ）

▽太洋新技社　総経理 太洋新技社
波多野　巌
（ハタノ　イワオ）

▽三菱化学イメージング社　取締役社長 情報電子本部　電子デバイスケミカルズ事業部　グループマネジャー
高山　弘光
（タカヤマ　ヒロミツ）

▽（理事退任）
　日本化成株式会社　理事　社長付

理事　経営戦略部門　経営企画室長
村田　光司
（ムラタ　コウジ）

▽ジャパンコーティングレジン株式会社　取締役社長 ジャパンコーティングレジン株式会社　取締役
中藤　毅
（ナカトウ　タケシ）

▽三菱化学（中国）商貿社　総経理
　兼　三菱化学香港社　総経理
　兼　三菱化学（上海）社　総経理

中部支社長
高尾　昌二
（タカオ　ショウジ）

▽三菱化学物流株式会社　執行役員　ソリューション営業第1本部長 業務革新室長
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

横山　一郎
（ヨコヤマ　イチロウ）

▽（理事退任）
　三菱化学物流株式会社　執行役員　海運事業本部長
　　兼　燃料・仲立サービス事業部長

理事　エムシーシーピーティーエーアジアパシフィック社　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　社長付

理事　三菱化学（中国）商貿社　総経理
　兼　三菱化学香港社　総経理
　兼　三菱化学（上海）社　総経理

尾首　貴士
（オクビ　タカシ）
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３．三菱化学社　各執行役員の分担（2015年4月1日付）

執行役員 分担

唐津専務執行役員 技術部、設備技術部、環境安全・品質保証部
化学品管理室、購買部、業務革新室

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

吉村常務執行役員 大阪支社、中部支社、九州支社、北海道支店
　　経営戦略部門長　兼　マーケティング室長

田中常務執行役員 内部統制推進部、人事部、人材・組織開発部
　　コンプライアンス推進統括執行役員
　　総務部長

下線部が変更点
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Ⅴ. グループ会社社長人事 （2015年4月1日付）

グループ会社 新職 現職 氏名

退任（同社顧問に就任） 取締役社長
安藤　貴久
（アンドウ　タカヒサ）

取締役社長
三菱化学エンジニアリング株式会社
　取締役　総務人事部長

石川　敏之
（イシカワ　トシユキ）

ダイヤリックス株式会社
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