
役 員 の 体 制 （２０１９年６月２１日付予定） 
 
１．取締役（１３名） 
 
代表取締役会長  十倉 雅和  
代表取締役社長  岩田 圭一 ＊  
代表取締役    西本  麗 ＊  
代表取締役    竹下 憲昭 ＊  
代表取締役    松井 正樹 ＊  
代表取締役    赤堀 金吾 ＊  
取 締 役    上田  博 ＊  
取 締 役    新沼  宏 ＊  
取 締 役    重森 隆志 ＊  
取 締 役    池田 弘一  （社外取締役）  
取 締 役    友野  宏  （社外取締役）  
取 締 役    伊藤 元重  （社外取締役）  
取 締 役    村木 厚子  （社外取締役）  
＊ 執行役員を兼務  

２．監査役（５名） 
 
監査役（常勤）  野崎 邦夫  
監査役（常勤）  吉田 裕明  
監 査 役    麻生 光洋  （社外監査役）  
監 査 役    加藤 義孝  （社外監査役）  
監 査 役    米田 道生  （社外監査役）  

３．執行役員（３６名） 
 
社長執行役員   岩田 圭一  
副社長執行役員  西本  麗  健康・農業関連事業部門 統括  
副社長執行役員  上田  博  技術・研究企画、デジタル革新、生産技術、生産安全基盤センター、知的財産、レスポンシブルケア、 
                工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所、バイオサイエンス研究所 統括  
専務執行役員   竹下 憲昭  ラービグ計画、石油化学部門 統括  
専務執行役員   新沼  宏  総務、法務、ＣＳＲ推進、内部統制・監査、人事、大阪管理、コーポレートコミュニケーション、 
                購買、物流 統括  
専務執行役員   重森 隆志  企画、経営管理、ＩＴ推進、経理、財務 統括  
常務執行役員   松井 正樹  情報電子化学部門、有機ＥＬ事業化、デバイス開発センター 統括  
常務執行役員   赤堀 金吾  エネルギー・機能材料部門 統括  
常務執行役員   ﾏｰｸ ﾌｪﾙﾒｰﾙ  住友化学ヨーロッパ従事、企画部および経営管理部に係る特命事項掌理  
常務執行役員   貫  和之  アグロ事業部、生活環境事業部 担当  
常務執行役員   酒多 敬一  経営管理部、ＩＴ推進部 担当 経営管理部長  
常務執行役員   酒井 基行  住友化学アジア従事  
常務執行役員   織田 佳明  企画部、知的財産部 担当  
常務執行役員   水戸 信彰  健康・農業関連事業業務室、医薬化学品事業部、健康・農業関連事業研究所 担当  
常務執行役員   阪本 聡司  基礎原料事業部、工業化学品事業部、樹脂関連事業開発部、ポリオレフィン事業部、自動車 

                 材事業部 担当  
常務執行役員   三好 徳弘  デジタル革新部、生産技術部、生産安全基盤センター、レスポンシブルケア部 担当  
執行役員     広岡 敦子  生活環境事業部、アニマルニュートリション事業部 担当  
執行役員     武内 正治  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     ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾘｰ  ベーラント U.S.A. 兼 ベーラント バイオサイエンス従事  
執行役員     井上 尚之  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     佐々木 康彰  無機材料事業部、機能樹脂事業部 担当  
執行役員     佐々木 啓吾  コーポレートコミュニケーション部、経理部、財務部 担当  
執行役員     大野 顕司  総務部、法務部、ＣＳＲ推進部、内部統制・監査部 担当  
執行役員     長田 伸一郎  愛媛工場 担当 愛媛工場長  
執行役員     佐々木 義純  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     小坂 伊知郎  エネルギー・機能材料業務室、化成品事業部 担当  
執行役員     内藤 昌哉  購買部、物流部 担当 購買部長  
執行役員     山口 登造  光学製品事業部 担当 光学製品事業部長  
執行役員     岩崎  明  エネルギー・機能材料業務室 担当 エネルギー・機能材料業務室部長  
執行役員     村田 弘一  大分工場、三沢工場 担当 大分工場長  
執行役員     栗本  勲  技術・研究企画部、デジタル革新部、工業化技術研究所、先端材料開発研究所、有機ＥＬ 
                事業化室 担当  
執行役員     荻野 耕一  千葉工場 担当 千葉工場長  
執行役員     梅田 公利  健康・農業関連事業品質保証室、国際アグロ事業部 担当  
執行役員     羅  仁鎬  東友ファインケム従事  
執行役員     中西  輝  情報電子化学業務室 担当 情報電子化学業務室部長  
執行役員     清水 正生  人事部、大阪管理部 担当 人事部長 

（ご参考） 


