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問合せ先 経理部ＩＲ室長 徳 光 孝 治 

（TEL ： 03 － 3213 － 9307） 
 

人事異動に関するお知らせ 
 

 当社は、昭和シェル石油株式会社との経営統合に係る執行役員の異動を決定しましたので、お知らせ致

します。 

 なお、取締役・執行役員の一覧につきましては、添付「２．参考：取締役・執行役員体制（2019 年 4 月 1

日付）」をご覧下さい。 

 

 

 
  

１．執行役員の異動（２０１９年４月１日付）
（１）常務執行役員(委嘱変更)※
　常務執行役員 本間　潔 （現　取締役　海外・需給統括
　石油化学本部長 　　（需給部、海外部、出光タンカー、
（化学事業部、石油化学事業室、 　　　出光アジア、北海道石油共同備蓄））
　機能化学品部、出光ユニテック、
　プライムポリマー）

※12月18日取締役会決議からの変更

（２）常務執行役員(昇任)
　常務執行役員 荒井　裕治 （現　上席執行役員　
　需給、販売担当 　　　販売・物流担当
（需給本部、販売本部） 　　（販売部、エスアイエナジー、

　　　ｉビジネスパートナーズ、
　　　アポロリテイリング、
　　　出光リテール販売、物流部）
　　（兼）物流部長

（３）常務執行役員(新任)
　常務執行役員 平野　敦彦 （現　ソーラーフロンティア㈱
  経営企画、統合推進、渉外秘書担当 　　　代表取締役社長)
（経営企画部、統合推進室、
　渉外秘書室、昭石エンジニアリング）

（４）上席執行役員(委嘱変更)
　上席執行役員 原田　和久 （現　上席執行役員
　人事一部長 　　　総務・人事担当

　　（総務部、人事部、
　　　出光保険サービス）
　　（兼）人事部長）

　上席執行役員 萩原　栄治 （現　上席執行役員　
　資源部門統括 　　　資源部門統括、新エネルギー担当
（資源部、石炭事業部） 　　（新エネルギー部、資源部、

　　　石炭事業部））



 

 

  

　上席執行役員 中本　肇 （現　上席執行役員　
　電材、アグリ、知財・研究担当 　　　電材・アグリ・知財・研究担当
（次世代技術研究所、電子材料部、 　　（知的財産部、アグリバイオ事業部、
　アグリバイオ事業部、 　　　電子材料部、リチウム電池材料室、
　リチウム電池材料室、 　　　先進技術研究所）
　知的財産部、 　　（兼）リチウム電池材料室長）
　エス・ディー・エス　バイオテック）
（兼）リチウム電池材料室長

　上席執行役員 前澤　浩士 （現　上席執行役員
　製造技術本部長       千葉事業所長）
（製造技術一部、製造技術二部、
　生産技術センター、
　出光エンジニアリング、昭和四日市石油、
　東亜石油、西部石油）
（兼）製造技術一部長

（５）上席執行役員(新任)
　上席執行役員 吉岡　勉 （現　昭和シェル石油㈱　監査役）
　情報システム、総務、
　安全環境・品質保証担当
（情報システム部、総務部、
　安全環境(HSSE)・品質保証部、
　出光保険サービス、クレコ）

　上席執行役員 井上　由理 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員
　財務リスク、内部統制担当 　　　法務・内部統制推進・人事部門担当
（財務リスク管理室、内部統制推進室） 　　（兼）本社法務部長）
　法務部管掌

　上席執行役員 森下　健一 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員
　販売本部長 　　　石油事業本部（流通業務・輸入基地・
（販売部、リテールマーケティング部、 　　　販売・リテール販売・
　流通業務部、産業エネルギー部、 　　　リテールEPOCHプロジェクト・
　アポロリテイリング、       営業企画・支店担当））
　出光リテール販売、
　エスアイエナジー、出光クレジット、
　リーフエナジー、ライジングサン、
　若松ガス）

　上席執行役員 阿部　真 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員　CTO
　技術商品・事業開発担当 　　　石油事業本部
（技術商品・事業開発部、 　　（技術商品・産業エネルギー）・
　日本グリース、昭石化工） 　　　R&D戦略部門担当
（兼）シェルルブリカンツジャパン     （兼）本社技術商品部長）
　　　代表取締役会長

　上席執行役員 渡辺　宏 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員
　エネルギーソリューション事業本部長 　　　ICT推進・経営企画・秘書部門担当
（電力販売部、電力・再エネ事業部、 　　　ICT戦略担当）
　エネルギーソリューション事業部）
（兼）ソーラーフロンティア
      代表取締役社長

　上席執行役員 飯田　聡 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員
　需給本部長 　　　石油事業本部（原油船舶・海運・供給・
（製品需給部、供給企画部、 　　　化学品事業部門担当））
　原油外航部、海外事業部、
  出光アジア、北海道石油共同備蓄、
　新潟石油共同備蓄）



 

 

  

　上席執行役員 坂田　貴志 （現　昭和シェル石油㈱　常務執行役員 CFO
　調達担当（調達部） 　　　広報・経理・財務・
（兼）経理部長 　　　財務リスク管理部門担当）

（６）執行役員(委嘱変更)
　執行役員 小林　総一 （現　執行役員
　経営企画部長 　　　経営企画担当(経営企画部）

　　（兼）経営企画部長）

　執行役員 横村　雅 （現　執行役員　潤滑油統括
　潤滑油統括 　　（潤滑油一部、潤滑油二部）　
（潤滑油一部、潤滑油二部、 　　（兼）潤滑油二部長）
　出光潤滑油（中国）有限公司、
　出光ルブアジアパシフィック、
  出光ルブリカンツアメリカ）

　執行役員 荒木　伸二 （現　執行役員
　千葉事業所長 　　　北海道製油所長）

　執行役員 寺上　美智代 （現　執行役員
　広報、サステナビリティ戦略担当 　　　広報・サステナビリティ戦略担当
（広報部、サステナビリティ戦略室） 　　（広報室、サステナビリティ戦略室）

　執行役員 酒井　則明 （現　執行役員経理部長）
　財務部長

（７）執行役員(新任)
　執行役員 柳生田　稔 （現　昭和シェル石油㈱　執行役員
　エネルギーソリューション事業本部 　　　エネルギーソリューション事業本部
　エネルギーソリューション事業部長 　　　（電力需給・電力販売部門担当））

　執行役員 渡邊　信彦 （現　昭和シェル石油㈱　執行役員
　関東第一支店長 　　　石油事業本部（首都圏支店長）)

　執行役員 三品　鉄路 （現　昭和シェル石油㈱　執行役員
　統合推進室長 　　　経営企画部門担当

    （兼）本社経営企画部長）

　執行役員 久野村　務 （現　昭和シェル石油㈱　執行役員
　人事二部長 　　　人事部門担当

　　（兼）本社人事部長）

（８）退任
　社長付 松広　格 （現　上席執行役員　
（ベトナムプロジェクト担当）　 　　　製造技術統括（製造技術部、

　　　製油所・事業所、
　　　生産技術センター、
　　　出光エンジニアリング）
　　（兼）製造技術部長）

成内　伸一 （現　上席執行役員　
　　　石炭事業部長）



 

 
  

２．参考：取締役・執行役員体制（２０１９年４月１日付）

（１）取締役・監査役

  　代表取締役会長　　　 月岡　隆

  　代表取締役副会長 亀岡　剛

  　代表取締役社長 木藤　俊一

  　代表取締役　　　　 岡田　智典

  　取締役　　　　　　　 松下　敬

  　取締役　　　　　　　 新留　加津昭

  　取締役（非常勤）　　　　　　　 出光　正和

  　社外取締役　　　　　　　 久保原　和也

  　社外取締役　　　　　　　 橘川　武郎

  　社外取締役　　　　　　　 マッケンジー・クラグストン

  　社外取締役　　　　　　　 大塚　紀男

  　社外取締役　　　　　　　 安田　結子

  　監査役　　　　　　　 谷田　俊之

  　監査役　　　　　　　 高橋　研児

  　社外監査役　　　　　　 伊藤　大義

  　社外監査役　　　　　　 山岸　憲司

（２）執行役員

  　副会長執行役員 亀岡　剛

  　社長執行役員 木藤　俊一

  　副社長執行役員 岡田　智典

  　  製造技術、エネルギーソリューション、技術商品担当

  　副社長執行役員 松下　敬

  　　石油化学、高機能材、知材・研究、ベトナムプロジェクト

     (ベトナム事業室）担当

　  副社長執行役員　　 丹生谷　晋

  　　資源、経営企画、渉外・広報、ESG、法務（法務部）担当

  　専務執行役員 新留　加津昭

  　　人事(人事一部、人事二部)、情報システム、総務、内部統制担当

　　（兼）安全環境本部長

　　（兼）品質保証本部長

  　常務執行役員　　 鷺島　敏明

  　　経理、財務担当（経理部、財務部）

  　常務執行役員　　 本間　潔

  　　石油化学本部長（化学事業部、石油化学事業室、機能化学品部、

  　　出光ユニテック、プライムポリマー）

  　常務執行役員　 荒井　裕冶

  　  需給、販売担当（需給本部、販売本部）

    常務執行役員　 平野　敦彦

      経営企画、統合推進、渉外秘書担当（経営企画部、統合推進室、

  　　渉外秘書室、昭石エンジニアリング）

    上席執行役員　 原田　和久

      人事一部長　

    上席執行役員　 萩原　栄治

    　資源部門統括（資源部、石炭事業部）

    上席執行役員 中本　肇

      電材、アグリ、知財・研究担当（次世代技術研究所、電子材料部、

　　  アグリバイオ事業部、リチウム電池材料室、知的財産部、

      エス・ディー・エス バイオテック）（兼）リチウム電池材料室長

    上席執行役員　 前澤　浩士

      製造技術本部長（製造技術一部、製造技術二部、

　  　生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、

　  　東亜石油、西部石油）

  　（兼）製造技術一部長



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

    上席執行役員 吉岡  勉

      情報システム、総務、安全環境・品質保証担当　

    （情報システム部、総務部、安全環境(HSSE)・品質保証部、

　  　出光保険サービス、クレコ）　

    上席執行役員　 井上　由理

      財務リスク・内部統制担当（財務リスク管理室、内部統制推進室）

      法務部管掌　　

    上席執行役員 森下　健一

      販売本部長（販売部、リテールマーケティング部、流通業務部、

  　　産業エネルギー部、アポロリテイリング、出光リテール販売、

      エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー、

      ライジングサン、若松ガス）

    上席執行役員 阿部　真

      技術商品・事業開発担当（技術商品・事業開発部、

      日本グリース、昭石化工）　

     (兼)シェルルブリカンツジャパン代表取締役会長　

    上席執行役員 渡辺　宏

      エネルギーソリューション事業本部長（電力販売部、

    　電力・再エネ事業部、エネルギーソリューション事業部）

     (兼)ソーラーフロンティア代表取締役社長　

    上席執行役員 飯田　聡

      需給本部長（製品需給部、供給企画部、原油外航部、

      海外事業部、出光アジア、北海道石油共同備蓄、新潟石油共同備蓄）

    上席執行役員 坂田　貴志

      調達担当（調達部）(兼）経理部長　

    執行役員　   小林　総一

      経営企画部長

    執行役員　 横村　雅

      潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部、

      出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、

  　　出光ルブリカンツアメリカ）

    執行役員　 荒木　伸二

      千葉事業所長

    執行役員　 寺上　美智代

      広報、サステナビリティ戦略担当（広報部、

      サステナビリティ戦略室）

    執行役員　 酒井　則明

      財務部長

    執行役員　 八山　光秀

      徳山事業所長

    執行役員 柳生田　稔

      エネルギーソリューション事業本部

      エネルギーソリューション事業部長

    執行役員 渡邊　信彦

    　関東第一支店長

    執行役員　 三品　鉄路

      統合推進室長

    執行役員　 久野村　務

  　  人事二部長


