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平成 29 年 5 月 11 日 

各      位 

会 社 名  三菱製紙株式会社  

代表者名  取締役社長 鈴木 邦夫 

（コード番号 3864 東証 第一部） 

問合せ先  総務人事部長 大川 直樹            

（TEL．  03－5600－1487  ） 

 

役員の異動に関するお知らせ 
 

 当社は、平成29月5月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしま

したのでお知らせいたします。なお、本件異動は、平成29年6月27日開催予定の当社第152回定時株主

総会およびその後の取締役会で正式に決定されます。 

記 

１． 監査役の異動 

  (1) 新任監査役候補者 

（新  職） （氏 名） （現  職） 

監査役（社外監査役） 中里
なかざと

 孝之
たかゆき

 菱進ホールディングス㈱ 取締役社長 

(2) 退任予定監査役 

（新  職） （氏 名） （現  職） 

－ 金子
か ね こ

 初仁
はつひと

 監査役（社外監査役） 

 

２．執行役員の異動（取締役兼務者を含む） 

(1) 新任執行役員候補者 

（新  職） （氏 名） （現  職） 
執行役員 
KJ 特殊紙㈱ 取締役社長 砂川

すなかわ

  健
たけし

 KJ 特殊紙㈱ 取締役社長 

(2) 昇任予定執行役員 

（新  職） （氏 名） （現  職） 
上席執行役員 
三菱製紙販売㈱ 取締役常務執行役員 井上

いのうえ

  晃
あきら

 
執行役員 
三菱製紙販売㈱ 取締役常務執行役員 

 (3) 退任予定執行役員 

（新  職） （氏 名） （現  職） 

常勤顧問 前田
ま え だ

  清
きよし

 
専務執行役員 

社長室担当 社長室長 

常勤嘱託 

東邦特殊パルプ㈱常務取締役 真部
ま な べ

 健司
け ん じ

 

執行役員 

北上事業本部副本部長 

北上ハイテクペーパー㈱取締役社長 
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（ご参考）平成 29 年 6 月 27 日現在の体制 

〇 取締役及び監査役 
取締役社長（代表取締役） 鈴木邦夫
代表取締役 田口量久
代表取締役 森岡寛司
取締役 原田純二
取締役 首藤正樹
取締役 半田常彰
取締役 大川直樹
取締役（社外取締役） 品川知久（森・濱田松本法律事務所 弁護士） 
取締役（社外取締役） 竹原相光（ZECOO パートナーズ株式会社代表取締役 公認会計士）
常勤監査役 岡 健二
監査役（社外監査役） 井上 毅（㈱日本経済研究所 代表取締役社長） 
監査役（社外監査役） 殿岡裕章（明治安田生命保険(相) 顧問）
監査役（社外監査役） 中里孝之（菱進ホールディングス㈱ 取締役社長） 

 
〇 執行役員 
◎ 社長執行役員 鈴木邦夫
◎ 副社長執行役員 田口量久 イメージング事業部、エネルギー事業室、技術環境部 管掌

北上事業本部 担当 
北上事業本部長   

◎ 専務執行役員 森岡寛司 社長室 管掌
原材料部、内部監査部 担当 
CSR 担当役員 

＊ 常務執行役員 原田純二 知的財産部、研究開発部門 管掌
機能材事業部 担当 
機能材事業部長 

＊ 常務執行役員 首藤正樹 経理部 担当
＊ 常務執行役員 半田常彰 ドイツ事業 管掌

洋紙事業部 担当 
洋紙事業部長 

 常務執行役員 山田清春 エム･ピー･エム･オペレーション㈱取締役社長 
八戸工場長 兼 洋紙事業部 副事業部長 

 常務執行役員 藤田 誠 エネルギー事業室、技術環境部、知的財産部、 
研究開発部門 担当 

 上席執行役員 岡  豊 イメージング事業部 担当
イメージング事業部長 兼 IJ・フォト営業部長 

 上席執行役員 佐藤信弘 ドイツ事業 担当
洋紙事業部 副事業部長 

 上席執行役員 立藤幸博 高砂工場長
兼 洋紙事業部 副事業部長 
兼 イメージング事業部 副事業部長 
兼 機能材事業部 副事業部長 

＊ 上席執行役員 大川直樹 総務人事部、法務部 担当
総務人事部長 

 上席執行役員 井上 晃 三菱製紙販売㈱ 取締役常務執行役員 
 執行役員 山田真平 社長室 担当

社長室長 
 執行役員 佐藤啓一 エム･ピー･エム･オペレーション㈱ 常務取締役 

オペレーション事業部長 
八戸工場工場次長 

 執行役員 林 康司 三菱ペーパーホールディング (ヨーロッパ)GmbH 社長
三菱ペーパーGmbH 社長 

 執行役員 砂川 健 KJ 特殊紙㈱ 取締役社長
◎印の執行役員は代表取締役を兼務 
＊印の執行役員は取締役を兼務 

以  上 
 
 
 
 

【報道関係問合せ先】 

 三菱製紙株式会社 広報・IR 室 （TEL．03－5600－1485） 


