
                

2009年 4月 28日 

各  位 

会社名 三井金属鉱業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 竹林 義彦 

（コード番号 5706 東・大・名・札・福） 

お問い合わせ先 広報室長 桜井 若葉 

（ＴＥＬ 03-5437-8028） 

役員他の人事異動ならびに組織変更に関するお知らせ 

 

 当社 三井金属（社長 竹林 義彦）は、本日4月 28日開催の取締役会において、新任役員候補者お

よび退任予定者を内定いたしましたので、その他関連人事も含めお知らせいたします。   

また、このたび本社部門の経営企画部ならびに事業部門の MC 事業本部において組織の変更を行いま

すので、あわせてお知らせいたします。 

 

役員他関連人事について 

別紙１、別紙１－２ならびに別紙２をご参照ください。 

 

経営企画部に業務改革室、事業開発室を設置 

 6月 26日付をもって経営企画部に、業務改革室、事業開発室を設置いたします。業務改革室は、全社

横断的な経営資源のスリム化、ムダの排除、事業開発室は、ポートフォリオの組替、Ｍ＆Ａを主なミッ

ションとします。（別紙３をご参照ください） 

 

ＭＣ事業本部の組織変更 

6 月 26日付をもって、半導体実装材料のＴＡＢ／ＣＯＦ事業を行うＭＣ事業本部では、事業本部制を

廃止し、事業本部のない単独事業部に改組いたします。事業部名は従来どおりマイクロサーキット事業

部とし、より効率的な事業運営を行っていきます。 

（別紙３をご参照ください） 

 

 

【本件お問い合わせ先】 三井金属 経営企画部広報室   TEL 03-5437-8028   FAX 03-5437-8029 

                                           E ﾒｰﾙ PR@mitsui-kinzoku.co.jp  

 

以 上 

◇添付資料  『当社役員異動および関連人事のお知らせ』（別紙１）… 1部（全 5頁） 

       『新任代表取締役略歴』（別紙１－２）       … 1部 

       『次期役員候補者について（ご参考）』（別紙２）     … 1部 

              『三井金属組織図』（別紙３）           … 1部 



別紙1(1/5頁目）
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社

経営企画部広報室

1．新任代表取締役
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽代表取締役専務取締役
　兼　専務執行役員
　兼　社長の全般的補佐
　兼　金属・環境事業本部長
　兼　輸出審査委員会副委員長
　兼　人材開発委員会委員長

取締役
兼　常務執行役員
兼　機能材料事業本部長

城後　知明

2009年6月26日開催予
定の定時株主総会およ
び定時株主総会終了後
の取締役会で正式に決
定する予定

【注記】

１．上記異動理由　：　経営体制変更による人心の一新と改革の加速を図る

２．上記予定者略歴：　別紙１－２を参照いただきたく。

当社役員異動および関連人事のお知らせ（6／26付以降異動分 その1）　
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別紙1(2/5頁目）
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社

経営企画部広報室

２．新任取締役候補者
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽取締役
  兼　常務執行役員
　兼　営業活性化委員会委員長
　兼　輸出審査委員会コンプライアンス
　　　評価担当委員

上席執行役員 部品事業本部長 平野　一夫

2009年6月26日開催予定の
定時株主総会および定時株
主総会終了後の取締役会で
正式に決定する予定

▽取締役
  兼　常務執行役員
　兼　機能材料事業本部長

上席執行役員
兼　機能材料事業本部薄膜材料
　　事業部長

関連事業本部長 蓮尾　充彦 同上

▽取締役
  兼　常務執行役員
　兼　人材開発委員会副委員長

上席執行役員

ＣＲＯ（最高危機管理責任者）
兼　ＲＭ委員会委員長
兼　環境および安全衛生最高責
　　任者
兼　輸出審査委員会教育訓練
　　担当委員
兼　ホットライン運営委員会委
　　員長

樋口　修 同上

▽取締役
  兼　常務執行役員
　兼　内部監査委員会委員長

上席執行役員
兼　経営企画部経営企画室長
兼　経営企画部中国室長
兼　事業開発室長
兼　内部監査委員会副委員長

ＣＦＯ（最高財務責任者）
兼　経営企画部長 樋口　徹 同上

▽取締役
  兼　常務執行役員
　兼　銅箔事業本部長

執行役員
銅箔事業本部
特殊銅箔事業部長

仙田　貞雄 同上

３．退任予定取締役
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽名誉顧問予定

代表取締役専務取締役
兼　専務執行役員
兼　金属・環境事業本部長
兼　輸出審査委員会副委員長
兼　営業活性化委員会委員長

北川　嘉昭
2009年6月26日開催予定の
定時株主総会終了時をもっ
て退任する予定

▽名誉顧問予定
専務取締役
兼　専務執行役員
兼　ＭＣ事業本部長

大村　雅生 同上

▽名誉顧問予定

取締役
兼　ＣＴＯ（最高技術責任者）
兼　常務執行役員
兼　技術統括本部長
兼　輸出審査委員会コンプライアンス
　　評価担当委員

小川　直明 同上

▽株式会社ナカボーテック
　用務従事予定

取締役
兼　常務執行役員
兼　銅箔事業本部長

江藤　勝利 同上

４．取締役の異動または委嘱用務の変更
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

内部監査委員会委員長
兼　人材開発委員会委員長

代表取締役社長
兼　ＣＥＯ（最高経営責任者）
兼　ＣＯＯ（最高業務執行責任
　　者）
兼　輸出審査委員会委員長

竹林　義彦

2009年6月26日開催予定の
定時株主総会および定時株
主総会終了後の取締役会で
正式に決定する予定

当社役員異動および関連人事のお知らせ（6／26付以降異動分 その2）　
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別紙1(3/5頁目）
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社

経営企画部広報室

５．新任監査役候補者
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

常勤監査役
機能材料事業本部薄膜材料
事業部副事業部長 小佐野　明

2009年6月26日開催予定の
定時株主総会および定時株
主総会終了後の監査役会で
正式に決定する予定

６．退任予定監査役
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽名誉顧問予定 常勤監査役 尾上　正二
2009年6月26日開催予定の
定時株主総会終了時をもっ
て退任する予定

７．新任予定執行役員
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽執行役員
銅箔事業本部アジア・パシ
フィック銅箔事業部長 中村　博道 2009年6月26日付

▽執行役員 圧延加工事業部長 原川　誠一 同上

▽執行役員
金属・環境事業本部環境・
リサイクル事業部長 名井　肇 同上

当社役員異動および関連人事のお知らせ（6／26付以降異動分 その3）　
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別紙1(4/5頁目）
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社

経営企画部広報室

８．退任予定執行役員
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽三井金属ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
　用務従事

執行役員
兼　技術統括本部総合研究所長 千崎　博久 2009年6月26日付

▽日本ﾒｻﾗｲﾄ工業株式会社
　取締役社長就任予定

執行役員
兼　日本ﾒｻﾗｲﾄ工業株式会社
　　副社長

大下　徹 同上

執行役員
兼　技術統括本部アドバンス
　　トセンサー推進事業部長

技術統括本部アドバンス
トセンサー推進事業部長 佐藤　雅司 同上

９．執行役員の役割・役職変更
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽ＣＴＯ（最高技術責任者）
　兼　上席執行役員
　兼　技術統括本部長
　兼　技術企画部長
　兼　総合研究所長

執行役員
兼　業務改革室長 三森　繁 2009年6月26日付

▽上席執行役員
執行役員
兼　金属・環境事業本部
　　技術部長

金属・環境事業本部副本部長
兼　銅・貴金属事業部長
兼　日比製煉所長
兼　亜鉛事業部長

上川　満 同上

当社役員異動および関連人事のお知らせ（6／26付以降異動分 その4）　
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別紙1(5/5頁目）
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社

経営企画部広報室

１０．部門長他の異動
新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽関連事業本部副本部長 計測システム事業部長 佐藤　幹二 2009年6月26日付

▽機能材料事業本部
  薄膜材料事業部長

機能材料事業本部
薄膜材料事業部営業部長

横塚　隆一郎 同上

▽金属・環境事業本部
　技術部長

金属・環境事業本部
資源開発部ペルー支社長

町田　稔 同上

▽金属・環境事業本部
　資源開発部ペルー支社長

出向（サンタルイサ鉱業） 茂住　洋史 同上

▽経営企画部業務改革室長 業務改革室副室長 中村　周治 同上

▽経営企画部事業開発室長 事業開発室副室長 門脇　隆 同上

▽経営企画部経営企画室長
　兼　中国室長

経営企画部経営企画室
副室長

築城　修治 同上

以上の全ての異動内容について、以下の点にご留意ください。

注1.…新職および継続職において、『兼○○○』と記載されていない職位が本務。

注2.…取締役における新職・継続職を含めた兼務職の正式な記載順序については、別紙2をご参照いただきたく。

《添付資料》　『次期役員候補者について（ご参考）』　（別紙2）

【本件お問い合わせ先】

   三井金属　経営企画部広報室　　Tel  03- 5437-8028 　FAX　03-5437-8029　

                    　　　　　　 Eﾒｰﾙ  PR@mitsui-kinzoku.co.jp

以　上

当社役員異動および関連人事のお知らせ（6／26付以降異動分 その5）　
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別紙１－２ 

新任代表取締役略歴 
城後 知明（じょうご ともはる）  

・生年月日   昭和22年6月15日生 

・最終学歴   昭和46年3月 早稲田大学理工学部卒 

・経  歴   昭和46年 4月 三井金属鉱業株式会社入社 

        平成13年4月 当社執行役員銅箔事業本部銅箔事業部長 

        平成14年6月 当社執行役員経営企画部経営企画室長 

        平成15年6月 奥会津地熱株式会社代表取締役社長 

        平成16年6月 当社執行役員神岡鉱業株式会社代表取締役社長 

        平成19年6月 当社取締役 兼 ＣＲＯ（最高危機管理責任者）  

兼 常務執行役員経営企画部長 

        平成20年６月 当社取締役 兼 常務執行役員機能材料事業本部長 

平成21年6月 当社代表取締役専務取締役  

兼 専務執行役員金属・環境事業本部長 （予定） 

 
 

以 上 



別紙2
2009年4月28日

三井金属鉱業株式会社
経営企画部広報室

　　　　標件につきましては、リリース本文の通りでございますが、ご参考までに本資料を

　　　添付させていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。

氏名 役　職 委嘱用務

竹林　義彦
代表取締役社長
兼　ＣＥＯ（最高経営責任者）
兼　ＣＯＯ（最高業務執行責任者）

当会社およびグループの経営計画立案、決定、推進の最高経営責任者
兼　当会社およびグループの業務執行の最高業務執行責任者
兼　輸出審査委員会委員長

城後　知明
代表取締役専務取締役
兼　専務執行役員

社長の全般的補佐および
金属・環境事業本部長
兼　輸出審査委員会副委員長
兼　人材開発委員会委員長

平野　一夫 取締役　兼　常務執行役員
部品事業本部長
兼　営業活性化委員会委員長
兼　輸出審査委員会コンプライアンス評価担当委員

蓮尾　充彦 取締役　兼　常務執行役員
機能材料事業本部長
兼　関連事業本部長

樋口　修
取締役　兼　ＣＲＯ（最高危機管理責任者）
兼　常務執行役員

ＲＭ委員会委員長
兼　環境および安全衛生最高責任者
兼　輸出審査委員会教育訓練担当委員
兼　ホットライン運営委員会委員長
兼　人材開発委員会副委員長

樋口　徹
取締役　兼　ＣＦＯ（最高財務責任者）
兼　常務執行役員

経営企画部長
兼　内部監査委員会委員長

仙田　貞雄 取締役　兼　常務執行役員
銅箔事業本部長
兼　特殊銅箔事業部長

宮村　眞平 取締役相談役

柴田　裕通 社外取締役

以上、2009年6月26日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定。

氏名 役　職 委嘱用務

髙井　龍彦 常勤監査役

小佐野　明 常勤監査役

鎌田　吉郎 社外監査役

佐藤　順哉 社外監査役

※の者は、2009年6月26日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の監査役会で正式に決定する予定。

次期役員候補者について（ご参考）

※



管理部管理部

企画部企画部

製造技術部製造技術部

薄膜材料事業部薄膜材料事業部

レアメタル事業部レアメタル事業部

電池材料事業部電池材料事業部

機能粉事業部機能粉事業部

三井金属組織図
（2009.6.26予定）

三井金属組織図
（2009.6.26予定）

本 社 部 門

財務部財務部

人事部人事部

総務部総務部

保安環境部保安環境部

三池事務所

法務室

秘書室

企画管理部企画管理部

大阪支店大阪支店

経営方針会議経営方針会議

取締役会取締役会

監査役会監査役会 監査役室監査役室

社長社長

資材調達部資材調達部

ＣＴＯプロジェクト

設備技術部設備技術部

技術企画部技術企画部

管理技術部管理技術部
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部
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業
本
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技術部技術部

資源開発部資源開発部

パーライト事業部パーライト事業部

触媒事業部触媒事業部

ダイカスト事業部ダイカスト事業部

自動車機器事業部自動車機器事業部

銅・貴金属事業部銅・貴金属事業部

計測システム事業部計測システム事業部

セラミックス事業部セラミックス事業部

圧延加工事業部圧延加工事業部

マイクロサーキット事業部マイクロサーキット事業部

環境・リサイクル事業部環境・リサイクル事業部

ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ銅箔事業部ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ銅箔事業部

特殊銅箔事業部特殊銅箔事業部

関連事業部関連事業部

亜鉛事業部亜鉛事業部

事 業 部 門

広報室

経営企画室経営企画部経営企画部

企画部企画部

管理部管理部

内部統制室内部統制室

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｾﾝｻｰ推進事業部ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｾﾝｻｰ推進事業部

企画管理部企画管理部

中国室

竹原製煉所竹原製煉所

：変更部署

事業開発室

業務改革室

別紙3




