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機構改革および人事異動のお知らせ 
 

 当社は、平成２１年４月１日をもって下記のとおり機構改革および人事異動を行うこととなりましたの

でお知らせいたします｡ 

 

記 

１．機構改革 

当社は次のとおり機構改革を行います｡ 

① 第２次中期５ヵ年経営計画の基本方針であるグローバル化推進による事業拡大の効率化を目指すた

め、国際事業部を発展的に解消し、その業務を新設する国際統轄部および製紙薬品事業部国際部、

化成品事業部国際部に引き継ぐ。国際統轄部の下に中国販社準備室を置く。 

② 事業拡大の効率化を目指すため、機能材料事業部開発営業部を発展的に解消し、その業務を新設す

る営業部と研究開発部に引き継ぐ。 

 

２．人事異動 

１）取締役の管掌・担当・委嘱の変更(平成２１年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

くさの たかし 

草野  
常務取締役 

社長特命事項担当 

常務取締役 

事業管掌 

まつもと けいぞう 

松本 圭三 
取締役 

事業担当 

取締役 

光電子材料事業部長  

みたに いくひろ 

三谷 育洋 

取締役 

国際統轄部長 

取締役 

国際事業部長 

 たにおく しょうぞう 

谷奥 勝三 

取締役 

経営企画室長 兼 保安担当 

取締役 

開発統轄部長  

兼 開発統轄部 技術事業開発部長 

兼 筑波研究所長 兼 保安担当 

まなべ よしてる 

真鍋 好輝 

取締役 

開発統轄部長  

兼 開発統轄部 技術事業開発部長 

兼 筑波研究所長 

取締役 

経営企画室長 

 



２）執行役員の任命（留任を除く）(平成２１年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

さんおう てつろう 

三王 哲朗 
執行役員 

製紙薬品事業部長 

製紙薬品事業部 副事業部長 

兼 製紙薬品事業部 営業部長 

はらだ たかまさ 

原田 隆正 
執行役員 

光電子材料事業部長 
光電子材料事業部 営業部長 

にしかわ まなぶ 

西川 学 

執行役員 

生産統轄部 副統轄部長  

兼 生産統轄部 生産物流部長 

生産統轄部 副統轄部長  

兼 生産統轄部 生産物流部長 

みやがわ ひろお 

宮川 博夫 
執行役員 

業務統轄部 人事部長 
業務統轄部 人事部長 

 

３）部門長等の人事異動(平成２１年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

かとう  たかし 

加藤 孝志 

執行役員 

南通荒川化学工業有限公司 董事長※ 

兼 国際統轄部 中国販社準備室長 

執行役員 

製紙薬品事業部長 

いなば まさや 

稲波 正也 
執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

執行役員 

研究所長 

兼 化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 研究開発部長 

ながた  ただし 

長田 正 品質環境保安室長 品質環境保安室 マネージャー 

やました てつお 

山下 鉄男 品質環境保安室 室付部長 品質環境保安室長 

もりおか ひろひこ 

森岡 浩彦 製紙薬品事業部 営業部長 
製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 東京営業課長 

とうだ たかやす 

當田 隆康 製紙薬品事業部 国際部長 
製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 大阪営業課長 

みよし ひろし 

三好 博 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第一部長 
化成品事業部 営業第一部長 

なかやま まさゆき 

中山 正之 
化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第二部長 
化成品事業部 営業第二部長 

みた たいぞう 

三田 泰蔵 
化成品事業部 国際部長 国際事業部 営業企画部長 

なつはら えいすけ 

夏原 英介 
化成品事業部 研究開発部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

化成品事業部 研究開発部  

グループリーダー 

いしもと つかさ 

石本 司 機能材料事業部 営業部長 
化成品事業部 営業第二部 副部長  

兼 営業第二部 東京営業課長 

 まえの じゅんいち 

前野 純一 機能材料事業部 営業部 部付部長 機能材料事業部 企画グループリーダー 

つの  たかはる 

津野 隆治 
機能材料事業部 研究開発部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 
機能材料事業部 開発営業部長 

いまい としゆき 

今井 敏之 
光電子材料事業部 副事業部長 

兼 光電子材料事業部 研究開発部長 
光電子材料事業部 研究開発部長 

かしわぎ  そういち 

柏木 宗逸 
光電子材料事業部 事業部付部長 

光電子材料事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 東京営業課長 



もとき  よしひろ 

本木 啓博 光電子材料事業部 営業部長 光電子材料事業部 営業部 副部長 

つるみ  としお 

鶴見 利男 
研究所長 

兼 開発統轄部 開発推進部長 
開発統轄部 開発推進部長 

ひがしの てつじ 

東野 哲二 
生産統轄部 大阪工場長 生産統轄部 大阪工場 製造課長 

みつい  はじめ 

三井 元 

台湾荒川化学工業股份有限公司 

董事 総経理※ 

兼 国際統轄部 台北駐在員事務所長 

生産統轄部 大阪工場長 

 

※ 表中子会社人事にかかわる部分は内定であり、各子会社の董事会等で正式に決定する予定です。 

以 上 


