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役員の異動内定、管掌の変更等に関するお知らせ 

 

 当社は、平成20年2月29日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定し、ならびに役員体制の変更

を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

１．役員体制の変更 

取締役と執行役員の役割をより明確に区分けした上で、経営方針決定の迅速化と企業統治の強化、業務執行

体制の強化を図る。 

・社長以下、業務執行を担う役員は全員執行役員とする。 

・取締役を減員（13→10名）し、この内２名は新たに社外取締役を選任する。 

・取締役（社外取締役は除く）は、原則として、執行役員を兼務する。 

・役付取締役制は廃止し、社長執行役員以下の役付執行役員制に移行する。 

・理事の中から専門性と業績貢献実績に特に優れた人材を「フェロー」に任命し、執行役員に準じた処

遇を行う。 

 

２.取締役・監査役の異動 

（１）新任取締役候補（平成20年6月開催の株主総会日） 

取締役 執行役員   下泉 和也 （現 執行役員 カラー＆コンフォート本部長） 

取締役 執行役員   山木 介二 （現 理事 コーティング樹脂事業部長）  

社外取締役      小野 峰雄 （現 丸善石油化学株式会社相談役） 

社外取締役      河野 栄子 （現 株式会社リクルート特別顧問、三井住友海上株式会社社外取締 

役、ＨＯＹＡ株式会社社外取締役）  

 

（２）退任予定取締役（平成20年6月開催の株主総会日）（カッコ内は退任後の予定） 

現 常務取締役         青柳 良一 （顧問） 

現 取締役           小林 辰雄 （顧問） 

現 取締役           中島 正司 （顧問・川村記念美術館長） 

現 取締役           伊藤 晴彦 （顧問） 

現 取締役      須貝 敏弘 (常務執行役員) 

現 取締役      宮崎 泰史 (常務執行役員) 

現 取締役           中村 俊夫 （顧問） 

 

（３）取締役の執行役員兼務については「４．役員体制変更及び管掌変更」に合わせて掲載 

 



（４）新任監査役候補（平成20年6月開催の株主総会日） 

常勤監査役 池添 泰敬 （現 執行役員 経理部長） 

常勤監査役 国武 憂璽 （現 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部副本部長、総合研究所長） 

 

（５）退任予定監査役（平成20年6月開催の株主総会日）（カッコ内は退任後の予定） 

現 常勤監査役 小山 雄一  

現 常勤監査役 安部 静彦 （常務執行役員） 

 

３．執行役員等の異動 

（１）新任執行役員 

  ・平成20年4月1日付 

執行役員 山木 介二 （現 理事 コーティング樹脂事業部長） 

執行役員 及川 洋 （現 理事 タック事業部長） 

執行役員 斉藤 雅之 （現 理事 財務部長） 

執行役員 水谷 二郎 （現 理事 人事部長） 

執行役員 沖 寛治 （現 理事 ポリマ添加剤事業部長） 

  ・平成20年6月開催の株主総会日 

常務執行役員 安部 静彦 （現 常勤監査役） 

 

（２）退任予定執行役員（平成20年6月開催の株主総会日）（カッコ内は退任後の予定） 

現 執行役員 若林 清孝 （顧問） 

現 執行役員 池添 泰敬 （常勤監査役） 

現 執行役員 国武 憂璽 （常勤監査役） 

 

（３）役付執行役員の異動（平成20年4月1日付） 

常務執行役員 辻 直樹 （現 執行役員） 

 

（４）新任フェロー（平成20年4月1日付） 

フェロー 高津 晴義 （現 理事 液晶材料技術本部長） 

 

 

４．役員体制変更及び管掌変更（平成20年4月1日付） 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

代表取締役 

社長執行役員 
代表取締役社長   小江 紘司 

代表取締役 

副社長執行役員 

コーポレートスタッフ部門統括 

代表取締役副社長 

経営戦略部門担当 

社長補佐 

カラー＆コンフォート本

部担当 

杉江 和男 

取締役 

専務執行役員 

常務取締役 

Ｒ＆Ｄ本部長 
技術・生産部門担当 江原 俊治 

取締役 

株式会社ルネサンス代表取締役

社長 

常務取締役 

大阪支社長、大阪支店長 
 唐木 康正 

取締役 

常務執行役員 

財務・経理部門担当支援 

常務取締役 

財務・経理部門担当 
 青柳 良一 



執行役員 

工業材料事業部門長支援 
工業材料事業部門長 取締役 小林 辰雄 

常務執行役員  
取締役 

電子情報材料事業部門長 
相楽 政彦 

執行役員 

事業支援部門、川村記念美術館、

天ヶ代ゴルフ倶楽部担当支援 

事業支援部門、川村記念美術館、天

ヶ代ゴルフ倶楽部担当 

大日本インキ企業年金基金理事長 

大日本インキ健康保険組合理事長 

取締役 中島 正司 

執行役員 

機能製品事業部門長支援 
機能製品事業部門長 取締役 伊藤 晴彦 

常務執行役員 

大阪支社長、大阪支店長 
印刷材料事業部門長 取締役 須貝 敏弘 

常務執行役員 

迪愛生投資有限公司董事長 兼総経理 

迪艾希上海国際貿易有限公司董事長 

関連事業・購買物流部門長 取締役 宮崎 泰史 

常務執行役員 

印刷材料事業部門長 
経営企画部長 取締役 川村 喜久 

執行役員 

ＣＳＲ推進部、監査部担当 
ＣＳＲ部門担当 取締役 中村 俊夫 

 
関連事業・購買物流部門副部門

長 

執行役員 

資材部長 
倉岡 愛直 

財務・経理部門担当支援 経理部長 執行役員 池添 泰敬 

Ｒ＆Ｄ本部長、総合研究所長 
迪愛生投資有限公司董事長 兼総経理 

迪艾希上海国際貿易有限公司董事長 
執行役員 橋本 豊 

機能製品事業部門長 

カラー＆コンフォート本部担

当補佐 

カラー＆コンフォート本部長 執行役員 下泉 和也 

Ｒ＆Ｄ本部長支援 
Ｒ＆Ｄ本部副本部長 

総合研究所長 
執行役員 国武 憂璽 

経営戦略部門担当 Sun Chemical Corporation Director 執行役員 工藤 一重 

執行役員 

工業材料事業部門長 
コーティング樹脂事業部長  山木 介二 

執行役員 

財務・経理部門担当 
財務部長  斉藤 雅之 

執行役員 

事業支援部門、川村記念美術

館、天ヶ代ゴルフ倶楽部担当 

ＤＩＣ企業年金基金理事長 

ＤＩＣ健康保険組合理事長 

人事部長  水谷 二郎 

 

 

 



５．組織の改正（平成20年4月1日付） 

▽関連事業・購買物流部門を廃止する。これに伴い、 

 ・ヘルスケア食品本部はディックライフテック株式会社（4月1日よりＤＩＣライフテック株式会社）に統合の

上、機能製品事業部門に編入する 

 ・資材部及びディック物流株式会社（4月1日よりＤＩＣロジテック株式会社）は経営戦略部門に編入する 

▽ＣＳＲ部門を廃止する。これに伴い 

 ・レスポンシブルケア部は技術・生産部門に編入する 

 ・ＣＳＲ推進部は部門に属さない独立組織とする 

▽情報システム部を経営戦略部門より財務・経理部門へ移管する 

 

６．一般人事の異動 

（１）平成20年4月1日付 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

インキ機材営業本部長 
札幌支店長 兼札幌インキ機材

営業部長 兼札幌新聞営業部長
 神垣 賢治 

リキッド・カラー事業部長 

リキッド・カラー事業部副事業

部長 兼リキッド・カラー技術

本部長 

 佐藤 泰治 

リキッド・カラー事業部副事業

部長 兼リキッド・カラー営業

本部長 

グラビア営業本部長  瀧澤 英嗣 

顔料事業部長  顔料営業本部長 若林 均 

 オフセットインキ技術本部長 
印刷材料技術統括本部長 兼グ

ラフィックアーツ研究所長 
石井 秀夫 

オフセットインキ技術本部長 インキ機材営業本部長  金井 敏彦 

リキッド・カラー技術本部長 
リキッド・カラー技術本部副本

部長 
 島田 博彰 

コーティング樹脂事業部長  
張家港迪愛生化工有限公司総

経理 
 日比 輝義 

機能性ポリマ事業部長 

コーティング樹脂事業部副事

業部長 兼コーティング樹脂営

業本部長 兼東京塗料樹脂営業

部長 

 中西 義之 

札幌支店長 兼札幌インキ機材

営業部長 兼札幌新聞営業部長
名古屋新聞営業部長  松井 尚樹 

九州支店長 兼九州新聞営業部

長 
四国支店長  鳥海 渉 

四国支店長  グラビア機能製品営業部長  丸山 信幸 

中国支店長   中国インキ機材営業部長 林 賢市 

東京工場長  印刷材料生産本部副本部長 益井 伸夫 

鹿島工場長 顔料事業部長  大戸 満 

カラー＆コンフォート本部長 
日本ファインコーティングス

株式会社代表取締役副社長 
 保戸塚 政雄 

経営企画部長 広報・ＩＲ部長  水田 吉則 

広報・ＩＲ部長 財務部担当部長  永井 寛 

経理部長 経理部担当部長  二宮 啓之 



財務部長 
関連事業・購買物流企画管理部

長 
 猪野 薫 

人事部長 総務部担当部長  児玉 友宏 

 

（２）平成20年6月1日付 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

総務部長 東京工場総務部長  古谷 英二 

 

 

 

以上 

 

 


