
 
平成 22 年 5 月 11 日 

各 位 

会 社 名 ： 出 光 興 産 株 式 会 社  

代表者名：代表取締役社長 中野 和久 

（コード番号：5019 東証第１部） 

問合せ先：ＩＲ・広報室長 鳥山 公 

（TEL：03-3213-9307） 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記の異動を内定いたしましたの

でお知らせいたします。なお、本件は、平成 22 年 6 月開催予定の第 95 回定時株主総会およ

び株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動 

    代表取締役副社長    松井 憲一   （現 常務取締役） 

代表取締役副社長    西依 章郎    （現 常務取締役） 

 

退任（相談役に就任）  大宮 秀一   （現 代表取締役副社長） 

 

２．その他役員の異動 

（１）取締役の異動 

     常務取締役       月岡  隆   （現 取締役需給部長） 

     

（２）新任役員候補 

     常務取締役       松本 佳久   （現 常務執行役員電子材料部長） 

 取締役         山田 雄史   （現 執行役員先進技術研究所長） 

     監査役         小林 清宣   （現 執行役員化学管理部長） 

     監査役（非常勤）    小山  稔 

       

（３）退任予定者 

    常務取締役       比留間 孝壽 

    常務取締役       川本 佳典 

    常務取締役       須田 善一 

    監査役         伊豆 安生 

    監査役（非常勤）    小野 道久 

 

３．異動予定日 

   平成 22 年 6 月の第 95 回定時株主総会開催予定日 

 

以 上 



【別紙】経 歴 表 

 

氏  名  松井 憲一（マツイ ケンイチ） 

生年月日  昭和２４年７月５日 

最終学歴  山口大学（経営） 

所有株式数 ４千株 

略  歴  昭和４７年 ４月  当社入社 

      平成 ９年 ７月  経理部次長 

      平成１３年 ６月  経理部長 

      平成１５年 ４月  執行役員経理部長 

          平成１６年 ６月  常務執行役員経理部長 

      平成１７年 ６月  常務取締役 

平成２２年 ６月  代表取締役副社長（予定） 

 

 

氏  名  西依 章郎（ニシヨリ アキロウ） 

生年月日  昭和２４年１月１０日 

最終学歴  大分大学（経営） 

所有株式数 ３千株 

略  歴  昭和４６年 ４月  当社入社 

      平成 ８年 ７月  出光石油化学総務部次長 

      平成１２年 ７月  北海道製油所副所長 

平成１５年 ４月  出光石油化学総務部長 

平成１５年 ６月  出光石油化学執行役員総務部長 

平成１６年 ８月  当社 執行役員石油化学事業部門総括部長 

平成１７年 ４月  出光ユニテック社長 

平成２１年 ６月  当社 常務取締役 

平成２２年 ６月  代表取締役副社長（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  月岡 隆（ツキオカ タカシ） 
生年月日  昭和２６年５月１５日 
最終学歴  慶応義塾大学（政治） 
略  歴  昭和５０年 ４月  当社入社 
      平成１３年 ７月  販売部次長 
      平成１４年 ７月  神戸支店長 

平成１７年 ４月  中部支店長 
平成１９年 ６月  執行役員需給部長 
平成２０年 ６月  常務執行役員需給部長 
平成２１年 ６月  取締役需給部長 
平成２２年 ６月  常務取締役（予定） 

 

 

氏  名  松本 佳久（マツモト ヨシヒサ） 

生年月日  昭和２８年 １月 ９日 

最終学歴  京都大学（石油化学） 

略  歴  昭和５２年 ４月  当社入社 

      平成１３年 ７月  出光石油化学経営企画室次長 

      平成１６年 ８月  当社 石化事業企画室次長 

平成１７年 ４月  当社 経営企画室次長 

平成１９年 ４月  当社 経営企画室長 

平成２０年 ６月  当社 経営企画部長 

平成２０年 ６月  当社 執行役員電子材料部長 

平成２１年 ６月  当社 常務執行役員電子材料部長 

平成２２年 ６月  常務取締役（予定） 

 

 

氏  名  山田 雄史（ヤマダ タケシ） 

生年月日  昭和２６年 ５月１８日 

最終学歴  京都大学(工学) 

略  歴  昭和５２年 ４月  当社入社 

      平成１４年 ７月  出光石油化学樹脂総括部次長 

      平成１６年 ８月  当社 執行役員石油化学事業部門樹脂総括部長 

平成１７年 ４月  当社 化学開発センター所長 

平成２０年 ４月  当社 機能材料研究所長 

平成２１年 ４月  当社 執行役員先進技術研究所長 

平成２２年 ６月  取締役（予定） 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  小林 清宣（コバヤシ キヨノブ） 

生年月日  昭和２８年 １月２２日 

最終学歴  法政大学(法律) 

略  歴  昭和５０年 ４月  当社入社 

      平成１２年 ７月  出光石油化学経理部次長 

      平成１４年 ６月  出光ユニテック取締役総務部長 

平成１５年 ４月  出光ユニテック取締役総括部長 

平成１８年 ４月  出光ユニテック常務取締役営業部長 

平成１８年 ７月  出光ユニテック常務取締役第二事業部長 

平成１９年 ４月  出光ユニテック常務取締役 

平成１９年 ５月  出光ユニテック常務取締役企画開発部長 

平成２０年 ６月  当社 執行役員化学管理部長 

平成２２年 ６月  監査役（予定） 

 
 
氏  名  小山 稔（コヤマ ミノル） 
生年月日  昭和１８年 ９月２０日 
最終学歴  早稲田大学大学院法学研究科修士課程終了 
略  歴  昭和４５年 ４月  弁護士登録 
      昭和５７年１０月  小山稔法律事務所開設 
      平成 ２年 ４月  第二東京弁護士会副会長 

平成 ３年 ４月  第二東京弁護士会民事訴訟改善研究委員会委員長 
          第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者（現任） 
平成 ４年 ４月  東京地方裁判所調停委員（現任） 
平成 ５年 ４月  日本弁護士連合会常務理事 
平成 ９年 ５月  日本民事訴訟法学会理事 
平成１１年 ４月  第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 
平成１２年 ４月  草加市公平委員会委員長 
          日本弁護士連合会綱紀委員 
平成１５年 ５月  財団法人日弁連法務研究財団理事（現任） 
平成１６年 ４月  立教大学法科大学院教授 
平成１９年 ４月  財団法人民事紛争処理研究基金常務理事（現任） 
平成２０年１２月  日本ビルファンドマネジメント株式会社 
          コンプライアンス委員会外部委員（現任） 
平成２２年 ６月  監査役（予定） 

 


