
ガバナンス  データ編

1  コーポレート・ガバナンス

経歴

代表取締役会長 
十倉　雅和

1950年7月10日生 
■ 243,600株 
■ 13/13回（100%）

1974年 当社入社
2000年 技術・経営企画室部長
2003年 執行役員
2006年 常務執行役員

2008年 代表取締役 常務執行役員
2009年 代表取締役 専務執行役員
2011年 代表取締役社長 社長執行役員
2019年 代表取締役会長（現）

代表取締役社長 
社長執行役員 
岩田　圭一

1957年10月11日生 
■ 112,100株 
■ 13/13回（100%）

1982年 当社入社
2004年 情報電子化学業務室部長
2010年 執行役員
2013年 常務執行役員

2018年 専務執行役員
2018年 代表取締役 専務執行役員
2019年 代表取締役社長 社長執行役員（現）

代表取締役 
専務執行役員 
竹下 憲昭

1958年7月23日生 
■ 65,800株 
■ 13/13回（100%）

1982年 当社入社
2005年  ラービグ リファイニング アンド  

ペトロケミカル カンパニー出向
2010年 執行役員
2013年 常務執行役員

2016年  ラービグ リファイニング アンド  
ペトロケミカル カンパニー副会長（現）

2017年 代表取締役 常務執行役員
2018年  代表取締役 専務執行役員（現） 

石油化学部門 統括

代表取締役 
常務執行役員 
松井 正樹

1960年8月3日生 
■ 38,521株 
■ 10/10回（100%）

1985年 当社入社
2011年 情報電子化学業務室部長
2013年 執行役員
2017年 常務執行役員

2019年  代表取締役 常務執行役員（現） 
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

代表取締役 
常務執行役員 
赤堀 金吾

1957年8月2日生 
■ 32,500株 
■ 9/10回（90%）

1983年 当社入社
2009年 電池部材事業部長
2015年 理事

2016年 執行役員
2018年 常務執行役員
2019年  代表取締役 常務執行役員（現） 

エネルギー・機能材料部門 統括

代表取締役 
常務執行役員 
水戸 信彰 新任

1960年8月4日生 
■ 30,200株

1985年 当社入社
2013年 知的財産部長
2014年 理事
2015年 執行役員

2018年 常務執行役員
2020年  ベーラント U.S.A. LLC会長（現） 

ベーラント バイオサイエンス LLC 
会長（現）

2020年  代表取締役 常務執行役員（現） 
健康・農業関連事業部門 統括

取締役 
副社長執行役員 
上田 博

1956年8月5日生 
■ 100,900株 
■ 13/13回（100%）

1982年 当社入社
2006年 生産技術センター所長
2008年 理事
2009年 執行役員
2011年 常務執行役員
2016年 専務執行役員

2016年 代表取締役 専務執行役員
2018年 取締役 専務執行役員
2019年  取締役 副社長執行役員（現） 

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

取締役 
専務執行役員 
新沼 宏

1958年3月5日生 
■ 78,600株 
■ 13/13回（100%）

1981年 当社入社
2009年 総務部長
2010年 執行役員
2013年 常務執行役員
2017年 住友精化株式会社取締役（現）

2018年 専務執行役員
2018年  取締役 専務執行役員（現） 

総務、法務、サステナビリティ推進、 
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

取締役 
専務執行役員 
重森 隆志

1958年10月3日生 
■ 33,930株 
■ 10/10回（100%）

1983年 当社入社
2010年  ラービグ リファイニング アンド  

ペトロケミカル カンパニー出向
2012年 執行役員
2016年 常務執行役員

2016年  ラービグ リファイニング アンド  
ペトロケミカル カンパニー取締役（現）

2019年 専務執行役員
2019年  取締役 専務執行役員（現） 

経営企画、IT推進 統括

■ 役員一覧（2020年7月1日現在）
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社外  取締役 
池田 弘一

1940年4月21日生 
■ 0株 
■ 13/13回（100%）

1963年 朝日麦酒株式会社入社
2002年  アサヒビール株式会社代表取締役社長 

兼 COO
2006年  アサヒビール株式会社代表取締役会長 

兼 CEO
2010年 アサヒビール株式会社相談役

2011年 当社監査役 
2011年  アサヒグループホールディングス 

株式会社相談役（現）
2015年 当社取締役（現）

社外  取締役 
友野 宏

1945年7月13日生 
■ 0株 
■ 13/13回（100%）

1971年 住友金属工業株式会社入社
2005年  住友金属工業株式会社代表取締役社長
2012年  新日鐵住金株式会社代表取締役社長 

兼 COO
2014年  新日鐵住金株式会社代表取締役副会長
2015年 新日鐵住金株式会社取締役相談役

2015年 当社取締役（現）
2015年 新日鐵住金株式会社相談役
2016年 日本原燃株式会社取締役（現）
2020年 日本製鉄株式会社社友（現）
2020年 関西電力株式会社取締役（現）

社外  取締役 
伊藤 元重

1951年12月19日生 
■ 0株 
■ 12/13回（92%）

1993年 東京大学経済学部教授
1996年 東京大学大学院経済学研究科教授
2007年  東京大学大学院経済学研究科長 兼  

経済学部長
2015年 東日本旅客鉄道株式会社取締役（現）

2016年 学習院大学国際社会科学部教授（現）
2016年 はごろもフーズ株式会社監査役（現）
2018年 株式会社静岡銀行取締役（現）
2018年 当社取締役（現）

社外  取締役 
村木 厚子

1955年12月28日生 
■ 0株 
■ 12/13回（92%）

1978年 労働省入省
2005年 厚生労働省大臣官房政策評価審議官
2006年  厚生労働省大臣官房審議官（雇用均

等・児童家庭担当）
2008年 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
2010年  内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
2012年 厚生労働省社会・援護局長

2013年 厚生労働事務次官
2015年 退官
2016年 伊藤忠商事株式会社取締役（現）
2018年 当社取締役（現）
2019年  SOMPOホールディングス株式会社 

取締役（現）

監査役（常勤） 
野崎 邦夫

1956年10月29日生 
■ 84,400株 
■ 10/10回（100%） 
〇 10/10回（100%）

1979年 当社入社
2002年 経理室部長（財務）
2007年 執行役員
2009年 常務執行役員
2014年 専務執行役員

2014年 代表取締役 専務執行役員
2018年 取締役 専務執行役員
2019年 取締役
2019年 監査役（現）

監査役（常勤） 
吉田 裕明

1956年3月2日生 
■ 15,200株 
■ 13/13回（100%） 
〇 14/14回（100%）

1980年 当社入社
2012年  ラービグ計画業務室部長 兼  

石油化学業務室部長
2015年 監査役（現）
2019年 住友精化株式会社監査役（現）

社外  監査役 
麻生 光洋

1949年6月26日生 
■ 0株 
■ 13/13回（100%） 
〇 14/14回（100%）

1975年 検事任官
2010年 福岡高等検察庁検事長
2012年 退官

2012年 弁護士登録（現）
2013年 当社監査役（現）
2019年  三井住友トラスト・ホールディングス 

株式会社取締役（現）

社外  監査役 
加藤 義孝

1951年9月17日生 
■ 0株 
■ 13/13回（100%） 
〇 14/14回（100%）

1978年 公認会計士登録（現）
2008年 新日本有限責任監査法人理事長
2014年 新日本有限責任監査法人退社

2015年 当社監査役（現）
2015年 三井不動産株式会社監査役（現）
2016年 住友商事株式会社監査役（現）

社外  監査役 
米田 道生

1949年6月14日生 
■ 2,000株 
■ 12/13回（92%） 
〇 13/14回（93%）

1973年 日本銀行入行
1998年 日本銀行札幌支店長
2000年 日本銀行退行
2000年 大阪証券取引所常務理事
2003年  株式会社大阪証券取引所 

代表取締役社長

2013年  株式会社日本取引所グループ取締役 
兼　代表執行役グループCOO 
株式会社東京証券取引所取締役

2015年 退任
2018年  朝日放送グループホールディングス 

株式会社取締役（現）
2018年 当社監査役（現）
2020年 TOYO TIRE株式会社取締役（現）
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役職/名前 担当 役職/名前 担当

常務執行役員
マーク フェルメール

住友化学ヨーロッパ 兼
住友化学アグロヨーロッパ従事

執行役員
内藤 昌哉

購買部、物流部 担当

常務執行役員
酒多 敬一

経営企画室 担当
経営企画室長

執行役員
山口 登造

有機EL事業化室、
情報電子化学業務室、
光学製品事業部 担当

常務執行役員
酒井 基行

住友化学アジア従事 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

常務執行役員
織田 佳明

経営企画室、知的財産部 担当
経営企画室長

執行役員
村田 弘一

大分工場、三沢工場 担当
大分工場長

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

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 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
荻野 耕一

千葉工場 担当
千葉工場長

常務執行役員
武内 正治

石油化学業務室、
石油化学レスポンシブルケア推進部、
石油化学品研究所 担当

執行役員
梅田 公利

国際アグロ事業部、
生活環境事業部 担当

常務執行役員
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
羅 仁鎬

東友ファインケム従事

常務執行役員
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
中西 輝

情報電子化学業務室、 
情報電子化学品質保証室 担当、 
情報電子化学業務室部長

常務執行役員
佐々木 啓吾

経理、財務 統括、
コーポレートコミュニケーション部 
担当

執行役員
清水 正生

人事部、大阪管理部 担当
人事部長

常務執行役員
大野 顕司

総務部、法務部、 
サステナビリティ推進部、 
内部統制・監査部 担当

執行役員
藤本 博明

アグロ事業部 担当
アグロ事業部長

執行役員
アンドリュー 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
福田 加奈子

住友化学ヨーロッパ従事

執行役員
長田 伸一郎

愛媛工場 担当
愛媛工場長

執行役員
ファン フェレイラ

住友化学ブラジル従事

執行役員
佐々木 義純

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
自動車材事業部長

 執行役員
向井 宏好

健康・農業関連事業業務室、
健康・農業関連事業品質保証室 担当
健康・農業関連事業業務室部長

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
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