
別紙 1/3 
 
 

役 員 異 動 
 

 
平成１８年６月２３日開催の定時株主総会およびその後の取締役会において、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予定であります。 
 

 
１、新任取締役候補者 
 
    かめい   やすお 
   亀 井  康 夫   （常務執行役員） 
 
    ひろせ   ひろし 
   廣 瀨   博    （常務執行役員） 
 
 
２、退任予定取締役 
 

           みやわき  いちろう 
代表取締役   宮 脇  一 郎   [神東塗料株式会社社長に就任の予定] 

 
              いとう    ゆうじ 
  取締役     伊 藤  雄 二   [神東塗料株式会社監査役に就任の予定] 

 
 
３、新任監査役候補者 
 
    うらがみ  としおみ 
   浦 上  敏 臣  （住友生命保険相互会社 名誉顧問） 
 
    （注）浦上 敏臣氏は、社外監査役の候補者であります。 
 
 
４、新任執行役員就任予定者 
 
    うえむら  みのう 
   上 村  美 農  （理事 大阪工場長） 
 
    たまむら  りゅうへい 
   玉 村  隆 平  （総務部長） 
 
 
５、退任予定執行役員 
 
              なかつか  いわお 
  常務執行役員  中 塚   巌    [株式会社住化分析センター社長に就任の予定] 

 
              むらかみ  しんじ 
   執行役員    村 上  信 二  [住化カラー株式会社社長に就任の予定] 
 
 
６、新任理事就任予定者 
 
    すえまつ  ひでき 
  末  松  秀 樹  （大分工場副工場長兼レスポンシブルケア部長） 
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７、役員および理事の異動予定 
  
 （新職）         （変更あり・現職）   （変更なし・現職） 
                                                                             かわち  さとし 
 事業化推進統括兼務    （事業化推進統括）     代表取締役      河内   哲 

免                           副社長執行役員 
技術･研究開発、知 
的財産、レスポンシ 
ブルケア、購買物流 
統括 

 
                                                  いしとび  おさむ 
 代表取締役        （取締役）          専務執行役員      石飛   修 
                            ラービグ計画統括 

  
                                                   かめい   やすお 
取締役          （アルミニウム事業部     常務執行役員      亀井  康夫 
石油化学部門統括     石油化学業務室、石 

油化学品事業部担当) 
 

                                                       ひろせ   ひろし 
取締役         （総務部、ＩＲ・広報     常務執行役員        廣瀨     博  
ＩＲ・広報、経理、     部担当） 
内部監査統括 

                                             
さかもと よしつぐ 

常務執行役員      （執行役員）         ポリエチレン事業部、  阪本  良嗣 
                           ポリプロピレン事業 
                                                    部、機能樹脂事業部 
                             担当 
 

たかお  よしまさ 
常務執行役員      （執行役員）         人事室、購買物流室   高尾  剛正 
総務部担当兼務                   担当 

                                      
      

とくら   まさかず 
常務執行役員      （執行役員）         精密化学業務室、     十倉  雅和 
事業化推進室担当兼      （事業化推進室担当）    情報電子化学業務室、 
務免                                               情報電子化学品質保 

証室担当 
 

うえだ ゆうすけ 
常務執行役員      （執行役員）        法務部、知的財産部    上田  雄介 
                          担当 
     

                                                 ふくばやし けんじろう 
農業化学業務室部長    （農業化学業務室部長）   執行役員          福林 憲二郎 
免                         農業化学業務室、 

                         アニマルニュート 
                          リション事業部担当 

 
                                                  おかもと  よしひこ 
アグロ事業部担当     （アグロ事業部長）     執行役員           岡本  敬彦 
兼務                        国際アグロ事業部 
                          担当 
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                                                   いずみ  よしたか 
アルミニウム事業部                          執行役員         和泉  好高 
担当兼務                       基礎化学業務室、 

愛媛工場担当 
基礎化学業務室部長 

 
                                                   うえむら みのう 
執行役員        （理事）          大阪工場長         上村  美農 
 
 

たまむら りゅうへい 
執行役員                      総務部長                玉村  隆平 

 
 

                                                 すえまつ  ひでき 
理事           （大分工場副工場長兼                   末松  秀樹 
大分工場長         レスポンシブルケア 

部長） 
 
以 上 

 
 



（ご参考） 

役員の担当業務（平成１８年６月２３日付予定） 
 

代表取締役社  米倉 弘昌 長
長執行役員 社

 
代表取締役   中本 雅美  情報電子化学部門統括 
副
 

社長執行役員 
代表取締役   河内  哲  技術・研究開発、知的財産、レスポンシブルケア、購買物流統括 
副
 

社長執行役員 
代表取締役  大庭 成弘  農業化学部門統括  

務執行役員 専
 
代表取締役  渡辺 秀昭  基礎化学部門統括  

務執行役員 専
 
代表取締役  荒木 正志  精密化学部門統括  

務執行役員 専
 
代表取締役  石飛  修  ラービグ計画統括  

務執行役員 専
 
取締役     神田 直哉  情報電 化学部門事業部、情報電子化学部門工場、情報電子化学品研究 子

務執行役員         所担当 専
 
取締役    亀井 康夫  石油化学部門統括  

務執行役員 常
 
取締役     廣瀨  博  ＩＲ・広報、経理、内部監査統括 
常務執行役員 
 
常務執行役員  榎波 孝嗣  精密化学部門事業部担当 
 
常務執行役員  中江 清彦  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 
 
常務執行役員  阪本 良嗣  ポリエチレン事業部、ポリプロピレン事業部、機能樹脂事業部担当 
 
常務執行役員  高尾 剛正  総務部、人事室、購買物流室担当 
 
常務執行役員  十倉 雅和  精密化学業務室、情報電子化学業務室、情報電子化学品質保証室担当 
 
常務執行役員  上田 雄介  法務部、知的財産部担当  
 
執行役員    鈴木 孝利  ラービグ計画推進室担当 
 
執行役員    福林 憲二郎  農業化学業務室、アニマルニュートリション事業部担当 
 
執行役員    津田 重典  生活環境事業部長 
 
執行役員    岡本 敬彦  アグロ事業部、国際アグロ事業部担当 
 
執行役員    羽多野 憲一  無機材料事業部担当 工業薬品事業部長 
 
執行役員    原   誠  技術・経営企画室（総合企画、関連事業、経営情報システム、海外業務）、

経理室担当 経理室部長（経理） 
 
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    和泉 好高  基礎化学業務室、アルミニウム事業部、愛媛工場担当 基礎化学業務

室部長   
 
執行役員    出口 敏久  光学製品事業部担当 カラーフィルター事業部長 
 
執行役員    上村 美農  大阪工場長 
 
執行役員    玉村 隆平  総務部長 
 
監査役（常勤） 松良 邦夫 
 
監査役（常勤） 二宮 博昭 
 
監 査 役   早﨑  博 
 
監 査 役   荒川 洋二 
 
監 査 役   浦上 敏臣 


