
 

2018年 2月 20日 

各位 

会社名  日 産 化 学 工 業 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長  木 下 小 次 郎 

（コード番号 4021 東証第１部） 

問合せ先 Ｃ Ｓ Ｒ ･広 報 室 長  松 岡 健  

（TEL 03-3296-8320） 

 

役員人事等に関するお知らせ 

 

役員人事および主要人事につき、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 役員人事等（2018年 4月 1日付） 

１） 取締役及び執行役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 新 現 継続職 

袋 裕善 
副社長 

研究企画部担当 

専務執行役員 

機能性材料事業部長 

取締役 

研究統括 

知的財産部、 

新事業企画部、 

医薬品事業部担当 

宮地 克明  研究企画部担当 
取締役常務執行役員 

経営企画部長 

鈴木 周 
常務執行役員 

機能性材料事業部長 
執行役員 材料科学研究所長  

八木 晋介 常務執行役員 生産技術部長 
執行役員 袖ケ浦工場長 兼  

同五井製造所長 
 

西田 雄二 富山工場長 小野田工場長 執行役員 

高子 康 
執行役員 袖ケ浦工場長 兼  

同五井製造所長 
理事 富山工場副工場長  

野村 正文 執行役員 埼玉工場長 小野田工場次長  

遠藤 秀幸 執行役員 材料科学研究所長 
機能性材料事業部 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料営業部長 
 

畑中 雅隆  常務執行役員 生産技術部長 取締役 

岩田 武史 (退任) 常務執行役員 富山工場長  



２） 理事 

 

３） 主要人事 

(*1) 農業化学品事業部海外部を同事業部海外本部に昇格、傘下に海外営業部および市場開発部を新設。 

(*2) 経営企画部内にﾘｽｸ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室を新設。 

 

２． 取締役人事（2018年 6月 27日付） 

本年 6月 27日開催予定の第 148回定時株主総会にて正式決定される予定です。 

以上 

氏名 新 現 継続職 

松本 直樹 専務理事 小野田工場長 常務理事 埼玉工場長  

小倉 友幸 常務理事 知的財産部長 

理事  

物質科学研究所副所長 兼  

農薬研究部長 

 

三田 猛志 
常務理事  

物質科学研究所副所長 

理事  

物質科学研究所 農薬研究部 

 

柳木 秀規 理事 富山工場副工場長  富山工場工務部長 

高橋 健 理事 購買部長 
農業化学品事業部  

事業推進部長 

 

 

谷本 健二 理事   
材料科学研究所 

無機材料研究部長 

角田 卓彌 (退任)  専務理事 知的財産部長  

氏名 新 現 継続職 

和田 直樹   
化学品事業部  

基礎化学品営業部長 

化学品事業部  

基礎化学品営業部 
 

中田 孝和 
機能性材料事業部 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料営業部長 

機能性材料事業部 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料営業部 
 

荒瀬 慎哉 
機能性材料事業部 

半導体材料営業部長 

機能性材料事業部 

半導体材料営業部 
 

毛利 明弘 
農業化学品事業部  

事業推進部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 
 

佐藤 祐二 
農業化学品事業部海外本部長 兼  

同同海外営業部長(*1) 
農業化学品事業部海外部長  

内山 厳太郎 
農業化学品事業部海外本部 

市場開発部長(*1) 
農業化学品事業部海外部  

鈴木 秀章 
経営企画部 

ﾘｽｸ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長(*2) 

材料科学研究所 

総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
 

村川 純 富山工場 技術開発部長 生産技術部  

青木 篤己 小野田工場 次長 生産技術部  

仁木 俊夫 物質科学研究所 農薬研究部長 農業化学品事業部 企画開発部  

氏名 新 現（2018年 4月 1日） 継続職 

鈴木 周 取締役  
常務執行役員 

機能性材料事業部長 

瀧下 秀則  取締役  

常務執行役員  

人事部長 

化学品事業部、購買部担当 

畑中 雅隆 (退任) 取締役  



【ご参考】役員および執行役員（2018年 4月 1日付） 

 

１．役員 

 (*1)社外取締役   (*2)社外監査役 

２．執行役員 

社長 木下 小次郎  

副社長 宮崎 純一 経営管理部門統括 CFO（Chief Financial Officer） 

内部監査部、財務部、環境安全・品質保証部担当 

副社長   袋 裕善 研究部門統括 

知的財産部、新事業企画部、研究企画部、医薬品事業部担当 

常務執行役員 宮地 克明 経営企画部長 CRO（Chief Risk management Officer） 

常務執行役員 瀧下 秀則 

 

人事部長 

化学品事業部、購買部担当 

常務執行役員 本田 卓 農業化学品事業部長 

Nissan Chemical Europe S.A.S. 代表取締役 

Nissan Chemical Agro Korea Ltd. 代表取締役 

常務執行役員 鈴木 周  機能性材料事業部長 

Nissan Chemical America Corporation取締役会長 

NCK Co., Ltd.代表取締役 

常務執行役員 八木 晋介 

 

生産技術部長 

日産ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社取締役社長 

執行役員 浜本 悟 農業化学品事業部副事業部長 兼 同営業本部長 

執行役員 水流添 暢智 新事業企画部長 

執行役員 鬼塚 博 物質科学研究所長 

執行役員 西田 雄二 富山工場長 

執行役員 吉田 洋憲 財務部長 

執行役員 石川 元明 機能性材料事業部副事業部長 兼 同事業推進部長 

台湾日産化学股份有限公司代表取締役 

執行役員 生頼 一彦 医薬品事業部長 

執行役員 三宅 敏郎 生物科学研究所長 

執行役員 吉田 元 化学品事業部長 

執行役員 高子 康 袖ケ浦工場長 兼 五井製造所長 

執行役員 遠藤 秀幸 材料科学研究所長 

執行役員 野村 正文 埼玉工場長 

 

代表取締役  

取締役社長 
木下 小次郎 

取締役 副社長 宮崎 純一 

取締役 副社長 袋 裕善 

取締役 畑中 雅隆 

取締役 宮地 克明 

取締役 瀧下 秀則 

取締役 本田 卓 

取締役 (*1) 梶山 千里 

取締役 (*1) 大江 忠 

常勤監査役 中島 康之 

常勤監査役(*2) 鈴木 規弘 

常勤監査役(*2) 竹本 秀一 

監査役 (*2) 片山 典之 



【ご参考】役員および執行役員（2018年 6月 27日付） 

本年 6月 27日開催予定の第 148回定時株主総会後の取締役会にて正式決定される予定です。 

 

１．役員 

代表取締役  

取締役社長 
木下 小次郎 

取締役 副社長 宮崎 純一 

取締役 副社長 袋 裕善 

取締役 宮地 克明 

取締役 本田 卓 

取締役 鈴木 周 

取締役 (*1) 梶山 千里 

取締役 (*1) 大江 忠 

常勤監査役 中島 康之 

常勤監査役(*2) 鈴木 規弘 

常勤監査役(*2) 竹本 秀一 

監査役 (*2) 片山 典之 

(*1)社外取締役   (*2)社外監査役    

 ２．執行役員 

社長 木下 小次郎  

副社長 宮崎 純一 経営管理部門統括 CFO（Chief Financial Officer） 

内部監査部、財務部、環境安全・品質保証部担当 

副社長   袋 裕善 研究部門統括 

知的財産部、新事業企画部、研究企画部、医薬品事業部担当 

常務執行役員 宮地 克明 経営企画部長 CRO（Chief Risk management Officer） 

常務執行役員 本田 卓 農業化学品事業部長 

Nissan Chemical Europe S.A.S. 代表取締役 

Nissan Chemical Agro Korea Ltd. 代表取締役 

常務執行役員 鈴木 周  機能性材料事業部長 

Nissan Chemical America Corporation取締役会長 

NCK Co., Ltd.代表取締役 

常務執行役員 瀧下 秀則 

 

人事部長 

化学品事業部、購買部担当 

常務執行役員 八木 晋介 

 

生産技術部長 

日産ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社取締役社長 

執行役員 浜本 悟 農業化学品事業部副事業部長 兼 同営業本部長 

執行役員 水流添 暢智 新事業企画部長 

執行役員 鬼塚 博 物質科学研究所長 

執行役員 西田 雄二 富山工場長 

執行役員 吉田 洋憲 財務部長 

執行役員 石川 元明 機能性材料事業部副事業部長 兼 同事業推進部長 

台湾日産化学股份有限公司代表取締役 

執行役員 生頼 一彦 医薬品事業部長 

執行役員 三宅 敏郎 生物科学研究所長 

執行役員 吉田 元 化学品事業部長 

執行役員 高子 康 袖ケ浦工場長 兼 五井製造所長 

執行役員 遠藤 秀幸 材料科学研究所長 

執行役員 野村 正文 埼玉工場長 

 


