
平成２１年２月２７日 
 

会社名  住友化学株式会社 
代表者名 社長 米倉 弘昌 

（ｺｰﾄﾞ番号 4005 東証・大証第１部） 
問合せ先 執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 下田 尚志 

（TEL. 03-5543-5102） 
 

 
役員の異動について 

 
 

 当社は、平成２１年２月２７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決議い

たしましたのでお知らせいたします。 
 
１．異動の理由 

経営体制の一層の強化のため 
 
２．異動の内容 

氏名 新役職名 現役職名 
米倉 弘昌 代表取締役会長 代表取締役社長 
廣瀨 博 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 

 
３．就任予定日 
  平成２１年４月１日 
 
４．新社長の略歴 
   氏  名  廣瀨 博（ひろせ ひろし） 
  生年月日  昭和１９年 ８月２３日生（満６４歳） 
 出 身 地  岡山県 

  最終学歴  昭和４２年 ３月 神戸大学経営学部卒業 
  略  歴  昭和４２年 ４月 住友化学工業株式会社入社 
        平成 ６年 ４月 同社総務部長 
        平成１２年 ６月 同社理事、総務部長 
        平成１３年 ６月 同社取締役、総務部長委嘱 
        平成１５年 ５月 同社支配人を併せ委嘱 
        平成１５年 ６月 同社取締役退任、執行役員 総務部長 
        平成１６年 ４月 同社執行役員総務部、IR・広報部担当 
        平成１６年 ６月 同社常務執行役員 
       （平成１６年１０月 住友化学株式会社に社名変更） 
        平成１８年 ６月 同社取締役常務執行役員 
        平成１９年 ６月 同社代表取締役専務執行役員 
        平成２０年 ６月 同社代表取締役副社長執行役員 
        平成２１年 ４月 同社代表取締役社長（予定）     

以 上 
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２００９年２月２７日 
住友化学株式会社 

 
役員および理事の異動について  

 
 本日開催の取締役会において、２００９年２月２８日付、３月１日付、３月３１日付および 
４月１日付で、次のとおり、役員（執行役員を含む）および理事の異動を行うことが決議されま

したので、お知らせいたします。 
 
 
 
１．退任取締役（2 月 28 日付） 
 
           うえだ   ゆうすけ 
   取締役   上 田  雄 介  [3 月 1 日付で住友精化株式会社社長に就任の予定] 
 
 
２．新任執行役員（4 月 1 日付） 
 
    やまもと  かずむね 
   山 本  一 心  （理事 大阪工場長） 
 
    うえだ   ひろし 
   上 田   博   （理事 生産技術センター所長） 
 
    にしもと   れい 
   西 本   麗   （農業化学業務室部長） 
 
 
３．退任執行役員（3 月 31 日付） 
 
           つだ   しげのり 
   執行役員  津 田  重 典   4 月 1 日付で田岡化学工業株式会社顧問に就任、同社 
                    6 月定時株主総会を経て同社社長に就任の予定 
 
 
４．新任理事（4 月 1 日付） 
 
    しおざわ  ぶんろう 
   塩 沢  文 朗  （技術・経営企画室兼レスポンシブルケア室） 
 
    さとう   りょう 
   佐 藤   良   （農業化学品研究所長） 
 
    たかはし  ゆうこう 
   高 橋  祐 幸  （大分工場生産企画部長） 
 
    おがわ   いくぞう 
   小 川  育 三  （事業化推進室部長兼技術・経営企画室部長(技術・研究開発)） 
 
 
５．退任理事（3 月 31 日付） 
 
           すえまつ  ひでき 
   理 事   末 松  秀 樹   4 月 1 日付で住化カラー株式会社顧問に就任、同社 
                    6 月定時株主総会を経て同社社長に就任の予定 
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６．役員および理事の異動 
 
（１）3 月 1 日付 

新     職 旧     職 氏  名 
 たかお  よしまさ 
取締役常務執行役員 
総務部、秘書部、法務部、人事部、購

買室、物流部、内部監査部、ＣＳＲ担

当 

取締役常務執行役員 
総務部、秘書部、人事部、購買室、物

流部、内部監査部、ＣＳＲ担当 

高尾  剛正 

 しもだ  ひさし 
執行役員 
技術・経営企画室（総合企画、関連事

業、経営情報システム）、事業化推進

室、経営戦略グループ担当 
コーポレートコミュニケーション部長 

執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長 

下田  尚志 

 しおざき やすみ 
執行役員 
レスポンシブルケア室、経営戦略グル

ープ担当 
レスポンシブルケア室部長（環境・安

全） 

執行役員 
レスポンシブルケア室担当 
レスポンシブルケア室部長（環境・安

全） 

塩崎  保美 

 
 
 
（２）4 月 1 日付 

新     職 旧     職 氏  名 
 かんだ  なおや 
代表取締役副社長執行役員 
事業化推進、生産技術支援、知的財産、

レスポンシブルケア、研究開発統括 

代表取締役副社長執行役員 
事業化推進、知的財産、レスポンシブ

ルケア、研究開発統括 

神田  直哉 

 えなみ  たかつぐ 
代表取締役専務執行役員 
精密化学部門統括 

代表取締役常務執行役員 
精密化学部門統括 
 

榎波  孝嗣 

 なかえ  きよひこ 
代表取締役専務執行役員 
技術・経営企画（技術・研究開発）、

事業化推進統括 

取締役常務執行役員 
技術・経営企画室（技術・研究開発）、

事業化推進室、筑波研究所担当 

中江  清彦 

 さかもと よしつぐ

代表取締役専務執行役員 
石油化学部門統括 

代表取締役常務執行役員 
石油化学部門統括 
 

阪本  良嗣 

 たかお  よしまさ 
代表取締役専務執行役員 
総務、秘書、法務、内部統制推進、人

事、人材開発、購買、物流、ＣＳＲ統

括 

取締役常務執行役員 
総務部、秘書部、法務部、人事部、購

買室、物流部、内部監査部、ＣＳＲ担

当 

高尾  剛正 

 とくら  まさかず 
代表取締役専務執行役員 
情報電子化学部門統括 

代表取締役常務執行役員 
情報電子化学部門統括 
 

十倉  雅和 

 ふくばやし けんじろう

代表取締役専務執行役員 
農業化学部門統括 

代表取締役常務執行役員 
農業化学部門統括 
 

福林  憲二郎 

 
 

  

 
 

  

   



 
 

  

新     職 旧     職 氏  名 
 でぐち  としひさ 
常務執行役員 
光学製品事業部、電池部材事業部、大

江工場担当 

執行役員 
光学製品事業部、電池部材事業部担当 
カラーフィルター事業部長 

出口  敏久 

 うえむら みのう 
常務執行役員 
愛媛工場長 

執行役員 
愛媛工場長 
 

上村  美農 

 たまむら りゅうへい

常務執行役員 
総務部、秘書部、人事部、人材開発部、

内部監査部担当 

執行役員 
秘書部担当 
総務部長 

玉村  隆平 

 のざき  くにお 
常務執行役員 
経理室担当 

執行役員 
経理室担当 
経理室部長（財務） 

野崎  邦夫 

 しもだ  ひさし 
常務執行役員 
コーポレートコミュニケーション部、

技術・経営企画室（総合企画、関連事

業、経営情報システム）、事業化推進

室、経営戦略グループ担当 

執行役員 
技術・経営企画室（総合企画、関連事

業、経営情報システム）、事業化推進

室、経営戦略グループ担当 
コーポレートコミュニケーション部長 

下田  尚志 

 ささき  としお 
執行役員 
技術・経営企画室（技術・研究開発）

担当 

執行役員 
精密化学業務室、精密化学品質保証室

担当 

佐々木 俊夫 

 しおざき やすみ 
執行役員 
レスポンシブルケア室、経営戦略グル

ープ担当 

執行役員 
レスポンシブルケア室、経営戦略グル

ープ担当 
レスポンシブルケア室部長（環境・安

全） 

塩崎  保美 

 もりもと まさき 
執行役員 
購買室、物流部担当 

執行役員 
購買室担当 
物流部長 

森本  雅貴 

 やまもと かずむね

執行役員 
精密化学業務室、精密化学品質保証

室、大阪工場担当 

理事 
大阪工場長 

山本  一心 

 うえだ  ひろし 
執行役員 
事業化推進室、生産技術支援部担当 
 

理事 
生産技術センター所長 

上田  博 

 にしもと れい 
執行役員 
農業化学業務室、農業化学品質保証部

担当 
農業化学業務室部長 

農業化学業務室部長 西本  麗 

 しおざわ ぶんろう

理事 
レスポンシブルケア室主幹 
 

技術・経営企画室兼レスポンシブルケ

ア室 
塩沢  文朗 
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新     職 旧     職 氏  名 
 さとう  りょう 
理事 
農業化学品研究所長 
 

農業化学品研究所長 佐藤  良 

 たかはし ゆうこう 
理事 
大分工場長兼大分工場生産企画部長 
 

大分工場生産企画部長 高橋  祐幸 

 おがわ  いくぞう 
理事 
事業化推進室、経営戦略グループ担当

事業化推進室部長兼技術・経営企画室

部長（技術・研究開発） 

事業化推進室部長兼技術・経営企画室

部長（技術・研究開発） 
小川  育三 

 
以  上 
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（ご参考） 

役 員 の 担 当 業 務 （２００９年４月１日付） 
 

代表取締役会長 米倉 弘昌 
会  長 
 
代表取締役社長 廣瀨  博 
社  長 
 
代表取締役   神田 直哉  事業化推進、生産技術支援、知的財産、レスポンシブルケア、研究開発 
副社長執行役員        統括 
 
代表取締役   石飛  修  ラービグ計画統括 
副社長執行役員 
 
代表取締役   亀井 康夫  基礎化学部門統括 
専務執行役員 
 
代表取締役   榎波 孝嗣  精密化学部門統括 
専務執行役員 
 
代表取締役   中江 清彦  技術・経営企画（技術・研究開発）、事業化推進統括 
専務執行役員 
 
代表取締役   阪本 良嗣  石油化学部門統括 
専務執行役員 
 
代表取締役   高尾 剛正  総務、秘書、法務、内部統制推進、人事、人材開発、購買、物流、 
専務執行役員         ＣＳＲ統括 
 
代表取締役   十倉 雅和  情報電子化学部門統括 
専務執行役員 
 
代表取締役   福林 憲二郎  農業化学部門統括 
専務執行役員 
 
常務執行役員  羽多野 憲一  工業薬品事業部、無機材料事業部、メタアクリル事業部担当 
 
常務執行役員  原   誠  ラービグ計画推進本部、ラービグ計画業務室担当 
 
常務執行役員  岡本 敬彦  生活環境事業部、ベクターコントロール事業部、アニマルニュートリシ 
               ョン事業部担当 
 
常務執行役員  出口 敏久  光学製品事業部、電池部材事業部、大江工場担当 
 
常務執行役員  上村 美農  愛媛工場長 
 
常務執行役員  玉村 隆平  総務部、秘書部、人事部、人材開発部、内部監査部担当 
 
常務執行役員  野崎 邦夫  経理室担当 
 
常務執行役員  下田 尚志  コーポレートコミュニケーション部、技術・経営企画室（総合企画、 
               関連事業、経営情報システム）、事業化推進室、経営戦略グループ担当 
 
執行役員    和泉 好高  基礎化学業務室、アルミニウム事業部担当 
 
執行役員    米田 重幸  ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事兼 
               ラービグ計画推進本部部長 
 
執行役員    佐々木 俊夫  技術・経営企画室（技術・研究開発）担当 
 
執行役員    塩崎 保美  レスポンシブルケア室、経営戦略グループ担当 
 
執行役員    森本 雅貴  購買室、物流部担当 
 
執行役員    大野 友久  ポリエチレン事業部、機能樹脂事業部担当 ポリプロピレン事業部長 
 
執行役員    山本 一心  精密化学業務室、精密化学品質保証室、大阪工場担当 
 
執行役員    上田  博  事業化推進室、生産技術支援部担当 
 
執行役員    西本  麗  農業化学業務室、農業化学品質保証部担当 農業化学業務室部長 
 
執行役員    鈴木 孝利  ペトロケミカル コーポレーション オブ シンガポール従事 
 
執行役員    松村 俊樹  ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事 
 
執行役員    文  熙喆  東友ファインケム株式会社従事 
 
監査役（常勤） 二宮 博昭 
 
監査役（常勤） 山野 五秀 
 
監 査 役   早﨑  博 
 
監 査 役   荒川 洋二 
 
監 査 役   浦上 敏臣 


