
 
 

   平成 22 年 2 月 12 日 
各  位 
 

会 社 名  中 央 化 学 株 式 会 社 
代 表 者 名  代表取締役社長   渡辺 信 

（JASDAQ・コード ７８９５） 
問 合 せ 先    取締役専務執行役員 

役職・氏名   管理本部長 永田 修

電     話 ０４８－５４０－２６２４ 
 

代表者である代表取締役および役員・執行役員の異動に関するお知らせ 
 

本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員・執行役員の異動を決議

しましたので、その概要についてお知らせいたします。 

なお、代表取締役及び役員の異動については、平成２２年３月３０日開催予定の定時株主総

会ならびに総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。 

 

記 

１．代表取締役の異動 
（１）異動の内容（代表者の異動） 

新職 氏   名 現職 

代表取締役社長 宇川  進 顧問 

代表取締役専務 傳  文明 取締役常務執行役員営業本部長 

相談役 渡辺  信 代表取締役社長 

 

（２）異動の理由 

   当社業績は、２００６年当時からの度重なる原材料高騰のあおりを受け、２００７年度・

２００８年度と大幅な経常赤字を余儀なくされました。その対策として、２工場の閉鎖や生

産効率のアップ、更には不採算取引の是正等収益重視の施策を展開してきました。また、米

国Ｃ＆Ｍ社の売却や中国の重慶中央化学有限公司の清算を実施する一方で、日本国内におい

ては、三菱商事株式会社を始めとした既存有力取引先との業務資本提携と言った、いわゆる

｢選択と集中｣を実施する等、数々の抜本改革に取り組んでまいりました。 
こうした一連の改革の効果が現れ、２００９年度業績は、Ｃ＆Ｍ社売却等による特別損は

あるものの、営業利益・経常利益段階においては大幅に改善し、黒字化を実現することが出

来、再建の道筋もほぼ整いました。ついては、この度、代表取締役社長の異動をはじめ、大

幅な経営陣の刷新を行い、新体制による社業の更なる発展を図るものとします。 

また、新代表取締役社長を補佐するため、新たに代表取締役専務を置き一層の経営の迅速

化を図ってまいります。 
なお、代表取締役社長を退任する渡辺信氏は、これまでの豊富な経験、知識、人脈を通じ

て相談役として経営をサポートします。 
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（３）新任代表取締役の氏名および経歴 

①氏  名 宇川   進（うかわ すすむ） 

生年月日 昭和２０年１月３０日 
出 身 地  東京都 

最終学歴 昭和４３年 ３月 慶應義塾大学商学部卒 
略  歴 

 昭和４３年 ４月 三菱油化株式会社入社 
平成 ４年 ２月 米国ＭＹＴＥＸ ＰＯＬＹＭＥＲＳ副社長  
平成 ９年 ４月 日本ポリケム株式会社 海外部長   

平成１０年１１月 同社 ポリオレフィン事業本部 

取締役ポリプロピレン営業部長 

平成１２年 ６月 三菱化学株式会社理事中部支社長 

兼日本ポリケム株式会社取締役名古屋支店長 

        平成１３年１０月 同社理事営業開発部長  

兼戦略スタッフ部門石化企画室部長 

平成１４年 ５月 同社理事営業開発部長 

 兼戦略スタッフ部門石化企画室部長兼北京事務所長 

平成１５年 ６月 児玉化学工業株式会社代表取締役副社長 

平成１７年 ６月 同社代表取締役社長 

平成２１年 ６月 同社顧問 

平成２２年 １月 当社顧問（現） 

 

②氏  名 傳  文明（でん ふみあき） 

生年月日 昭和２６年１１月５日 
出 身 地  東京都 

最終学歴 昭和４９年 ３月 亜細亜大学経営学部卒 

略  歴  
昭和５５年 ７月 当社入社 
平成 ４年 ２月 営業開発部特販課長  
平成 ６年 ８月 営業開発部次長   

平成 ９年１０月 営業開発部部長代理 

平成１４年 ２月 営業開発部長 

平成１８年 ３月 取締役営業開発部長 

平成１８年１０月 取締役営業本部副本部長 

平成１９年 ４月 取締役営業本部長 

平成２０年 ３月 常務取締役営業本部長兼営業政策室長 

平成２１年 ３月 取締役常務執行役員営業本部長（現） 

 

（４）異動予定日 

平成２２年３月３０日（火） 
※同日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定いたします。 
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２．取締役候補者 

（１）取締役候補者 

新職 氏   名 現職 

取締役        (新任) 宇川  進 顧問 

取締役         傳  文明 取締役 

取締役         藤ノ木 清 取締役 

取締役        (新任) 山岸 秀樹 常務執行役員 

取締役         塚越 通永 取締役 

取締役         竹田 憲央 取締役 

取締役        (新任) 森本 和宣 執行役員 

 

（２）異動予定日 

平成２２年３月３０日（火） 
※同日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定いたします。 

 

３．退任予定取締役（退任予定日 平成 22 年 3 月 30 日） 

渡辺  信（現 代表取締役社長） 

永田  修（現 取締役専務執行役員 管理本部長） 

 

４．執行役員の異動（平成 22 年 3月 30 日） 

（１）執行役員  

新職 氏   名 現職 

社長執行役員       （新任） 宇川  進 顧問 

専務執行役員 

社長補佐兼営業管掌 
傳  文明 

常務執行役員 

営業本部長 

専務執行役員 

管理部門管掌兼社長室長 
藤ノ木 清 

専務執行役員 

社長室長兼改革・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ担当 

専務執行役員 

生産・物流管掌 
山岸 秀樹 

常務執行役員 

生産・物流管掌 

常務執行役員 

広報・CSR室長兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当
塚越 通永 

常務執行役員 

広報・CSR室長兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当

常務執行役員 

国際本部長 竹田 憲央 常務執行役員 

国際本部長 
常務執行役員 

管理本部長 
森本 和宣 

執行役員 

管理本部副本部長 

3



新職 氏   名 現職 

執行役員  

営業本部長 寺内 正明 執行役員 
営業本部営業政策室長 

執行役員 

生産本部長 
高橋 通夫 執行役員 

生産本部長 

執行役員 

営業本部営業管理部長  （新任）
安藤 文也 営業本部営業管理部長 

執行役員 

営業本部営業政策室長 

兼東日本統括部長    （新任）

八木平昌宏 
営業本部営業政策室 

東日本統括部長 

執行役員 

管理本部総務人事部長  （新任）
斉藤  操 管理本部総務人事部長 

執行役員 

生産本部岡山工場長  （新任）
中井  正 生産本部岡山工場長 

執行役員 

企画管理室長     （新任）
山田 明夫 企画管理室長 

執行役員 

生産本部生産政策室長 

兼生産管理部長    (新任)

細田 忠男 生産本部生産政策室長 

兼生産管理部長 

 

（２）退任予定執行役員（退任予定日 平成 22 年 3 月 30 日） 

堀江 嘉次（現 執行役員 物流本部長） 

※引き続き当社物流本部長に就任予定 

以上 
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