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平成27年５月15日 

各      位 

 会 社 名  大陽日酸株式会社 

 代表者名  代表取締役社長 CEO 市原 裕史郎 

  （コード番号 4091 東証第一部） 

 問合せ先 広報・IR部長      国 谷  将 之 

TEL 03-5788-8015 

 

代表取締役の異動、社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を

図ることを目的とし、下記の通り平成 27 年６月 23 日付代表取締役の異動、社外取締役候補者の

選任及び役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、正式には６月 23 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会を経て決定いた

します。 

 

記 

 
１．異動及び選任の理由 

経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、経営の意思決

定・監督機能と業務執行機能を明確化するとともに、取締役の員数の削減及び独立社外取締

役の招聘を行うこととしました。 
 
２．代表取締役の異動 

氏名 新役職 現役職 
丸山 忠重 
（まるやま ただしげ） 

代表取締役 副社長執行役員 

産業ガス事業本部長 兼 ＣＳＯ 
※ＣＳＯ…Chief Sustainability Officer 

代表取締役副社長  
産業ガス事業本部長 兼 ＣＳＯ 

   
３．社外取締役候補者の選任 

氏名（ふりがな） 略  歴 

山田 昭雄 
（やまだ あきお） 

昭和 42 年４月   公正取引委員会事務局 入局 

平成 ８年６月  公正取引委員会事務局取引部長 

平成 ９年６月    公正取引委員会事務総局審査局長 

平成 10 年６月   公正取引委員会事務総局経済取引局長 

平成 12 年６月    公正取引委員会事務総長 

平成 15 年 12 月   公正取引委員会委員 

平成 21 年 4 月   ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー（現任） 

平成 22 年 6 月   第一三共㈱監査役 

平成 26 年 3 月   横浜ゴム㈱監査役（現任） 

平成 26 年 6 月   綿半ホールディングス㈱取締役（現任） 

現在に至る 



2 
 

氏名（ふりがな） 略  歴 

勝丸 充啓 
（かつまる みつひろ） 

昭和 53 年４月    東京地方検察庁検事任官 

平成 元年７月    在ドイツ日本国大使館一等書記官 

平成 12 年６月    法務省刑事局刑事課長 

平成 13 年６月    法務省刑事局総務課長 

平成 15 年１月   法務省大臣官房会計課長 

平成 17 年４月    法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当） 

平成 17 年 12 月   福井地方検察庁検事正 

平成 19 年６月   水戸地方検察庁検事正 

平成 20 年 10 月  さいたま地方検察庁検事正 

平成 22 年１月   最高検察庁公安部長 

平成 22 年 12 月  高松高等検察庁検事長 

平成 24 年６月   広島高等検察庁検事長 

平成 26 年７月   弁護士登録 

現在に至る 

 
４．役員の異動 

氏名 新役職 現役職 

天田 茂 
（あまだ しげる） 

取締役 専務執行役員  

産業ガス事業本部副本部長  

兼 電子機材事業統括部長 

専務取締役  

産業ガス事業本部副本部長  

兼 電子機材事業統括部長 

ウィリアム クロール 取締役 専務執行役員（米国事

業担当）  

グローバル・イノベーション本部長 

＜マチソン トライガス インク 

Chairman＞ 

専務取締役  

グローバル・イノベーション本部長  

＜マチソン トライガス インク 

Chairman＞ 

勝又 宏 
（かつまた ひろし） 

取締役 専務執行役員  

技術本部長  

併せて 保安統括責任者 及び 

品質保証統括責任者、環境統括

責任者 並びに 知的財産統括

責任者 

専務取締役  

技術本部長  

併せて 保安統括責任者 及び 

品質保証統括責任者、環境統括

責任者 並びに 知的財産統括責

任者 

唐津 正典 
（からつ まさのり） 

取締役（非常勤） 三菱化学株式会社 代表取締役 

専務執行役員  

兼 株式会社三菱ケミカルホー

ルディングス 専務執行役員 

山野 佳員 
（やまの よしかず） 

退任 

※引き続き大陽日酸エネルギー

株式会社代表取締役社長 

専務取締役  

＜大陽日酸エネルギー株式会社

代表取締役社長＞ 

水之江 欣志 
（みずのえ きんじ） 

上席常務執行役員  

管理本部長 兼 ＣＣＯ  

併せて 全社的内部統制管理責

任者 並びに 財務報告に係る

内部統制管理責任者 
※ＣＣＯ…Chief Compliance Officer 

常務取締役  

管理本部長  

併せて 全社的内部統制管理責

任者 並びに 財務報告に係る 

内部統制管理責任者 

梅川 明彦 
（うめかわ あきひこ） 

上席常務執行役員  

関東支社長 兼 川崎事業所長 

常務取締役  

関東支社長 兼 川崎事業所長 

平峯 信一郎 
（ひらみね しんいちろう） 

上席常務執行役員  

ＬＰガス事業本部長 

常務取締役  

ＬＰガス事業本部長 
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氏名 新役職 現役職 

有賀  敬記 
（ありが けいき） 

上席常務執行役員  

開発・エンジニアリング本部長 

常務取締役  

開発・エンジニアリング本部長 

初鹿野 祐城 
（はじかの ゆうき） 

上席常務執行役員  

メディカル事業本部長 

常務取締役  

メディカル事業本部長 

石川 潤 
（いしかわ じゅん） 

上席常務執行役員  

人事部長 

常務取締役  

人事部長 

賢持  善英 
（けんもち よしひで） 

上席常務執行役員  

産業ガス事業本部副本部長  

兼 ガス事業統括部長 

常務取締役  

産業ガス事業本部副本部長  

兼 ガス事業統括部長 

 
以上 


