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取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 19年 4月 27日開催の取締役会、監査役会において、取締役、監査役及び執行役
員の異動を内定しましたので、お知らせいたします。 
 尚、今回の異動については、平成 19年 6月 28日開催予定の当社第 49回定時株主総会及び総
会終了後の取締役会において、正式に決定される予定です。 
 

記 
  

異動日：平成 19年 6月 28日 
１．取締役の異動 
（１）新任                   （ 現 委嘱業務 ） 
 取締役（非常勤）       塚本 耕三  三菱ガス化学㈱取締役常務執行役員 
                        芳香族化学品カンパニープレジデント 
 取締役            山崎 信明  執行役員 日本ザンパック㈱取締役社長 
 取締役            塩坂  健  執行役員 ＥＰＳカンパニープレジデント 
 取締役            臼井  宏  執行役員 高機能材カンパニープレジデント 
（２）退任                   （ 新 委嘱業務 ）    
 代表取締役会長        原田 正昭  相談役  ＱＣサークル活動推進本部長 
 取締役（非常勤）       大平  晃  退任 
 取締役専務執行役員            飯野 勇一  理事   ㈱ミラックス取締役社長 
  生活産業資材カンパニープレジデント 
 取締役執行役員        佐野 浩三  理事   研究開発本部四日市研究所長 
 
２．監査役の異動 
                        （ 現 委嘱業務 ） 
 監査役（常勤）        橋本 雅司  日本生命保険相互会社 
                        保有業務部部長兼損保業務部部長 
 監査役（非常勤）       濱  俊雄  理事 ㈱ミラックス取締役社長 
（２）退任 
 監査役（常勤）        池田  功  退任 
監査役（非常勤）       古宇田敏朗  退任 

 
３．執行役員の移動 
（１）新任                    （ 新 委嘱業務 ）  
 執行役員           植松 武文  研究開発本部鹿沼研究所所長 兼 
                        日本リプロマシン工業㈱取締役社長 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
（２）退任                   （ 新 委嘱業務 ）      
専務執行役員               飯野 勇一  理事   ㈱ミラックス取締役社長 
  生活産業資材カンパニープレジデント 
執行役員           佐野 浩三  理事   研究開発本部四日市研究所長 
（３）委嘱業務の変更 
  （ 新 委嘱業務 ）            （ 現 委嘱業務 ） 
 執行役員研究開発本部長    原田 正広  執行役員新事業推進室 並びに研究開発本部 
  兼新事業推進室管掌             管掌 
 執行役員生活産業資材     山崎 信明  執行役員日本ザンパック㈱取締役社長 
  カンパニープレジデント    
 執行役員知的財産室長     岸田 正彦  執行役員研究開発本部長兼四日市研究所所長 
                        兼知的財産室長 
 
４．取締役及び執行役員委嘱業務         （ 委嘱業務 ） 
 代表取締役社長        井上 六郎   
 代表取締役副社長執行役員   豊口  健  社長補佐、経営管理本部、コンプライアンス 
                        担当、企画推進本部管掌 
 取締役            塚本 耕三  三菱ガス化学㈱取締役常務執行役員 
                        芳香族化学品カンパニープレジデント 
  取締役 常務執行役員     寺西 耕一  建築土木資材カンパニープレジデント 
 取締役 常務執行役員     松本 勝博  経営管理本部副本部長兼総務人事部長 
 取締役 執行役員       原田 正広  研究開発本部長兼新事業推進室管掌 
 取締役 執行役員       山崎 信明  生活産業資材カンパニープレジデント 
 取締役 執行役員       塩坂  健  ＥＰＳカンパニープレジデント 
 取締役 執行役員       臼井  宏  高機能材カンパニープレジデント 
 執行役員           岸田 正彦  知的財産室長 
 執行役員           森  久雄  物流本部長兼物流管理部長 
 執行役員           松笠  隆  総合技術本部長兼ＱＣサークル活動推進 

副本部長 
 執行役員                     山本  均  経営管理本部経理財務部長 
 執行役員           植松 武文  研究開発本部鹿沼研究所長 
                        兼日本リプロマシン工業㈱取締役社長 
 
５．その他の人事異動 
   （現）                   （新） 
 理事 日本リプロマシン   長谷川 健  理事 総務人事部付 
     工業㈱取締役社長 
 理事 高機能カンパニー管掌 長谷川博昭  理事 ＪＳＰﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱取締役社長 
 理事 油化三昌建材㈱取締役  新田 眞弘  顧問 油化三昌建材㈱取締役相談役 

社長 
 理事 セイホクパッケージ㈱ 高林 義和  顧問 セイホクパッケージ㈱取締役 
     取締役社長                相談役 
 理事 企画推進本部長    北川 博英  顧問 



 
 
 
 
 
 
 
 
 理事 ＪＳＰﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱   安達  彰  ＪＳＰﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱監査役(非常勤) 
     取締役相談役 
 理事 生活産業資材カン   中野 浩三  退任 
     パニー食品包材部顧問 
 ＪＳＰﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱取締役社長 藤村 茂樹  セイホクパッケージ㈱取締役社長 
 建築土木資材カンパニー   杉谷  豊  油化三昌建材㈱取締役社長 
  住宅資材部主管 
 企画推進本部経営企画部長  鈴木 高徳  企画推進本部長 
生活産業資材カンパニー   松本 攝郎  日本ザンパック㈱取締役社長 
食品包材部長 

 
                                     以上 


