
                               平成１７年３月３１日 
各  位 

             会 社 名   宇 部 興 産 株 式 会 社 
                   代表者名 取締役会長兼社長 常見和正 

                        (コード番号４２０８ 東証第１部・福証) 
問合せ先    ＩＲ広報部長   泉原雅人 

（TEL ０３－５４１９－６１１０） 
 
 

           組織改訂並びに役員人事異動のお知らせ 

 
 
 当社は本日開催の取締役会において、４月１日付の組織の一部改訂並びに役員の職務委嘱
変更を決定するとともに、６月２９日付の役員人事を内定いたしましたので、下記の通りお
知らせします。 
なお、６月２９日付の役員人事は、同日開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式に決

定する予定であります。 
 
                    記 
 
【会社名】 
 宇部興産株式会社 
 
１．業務組織改訂 
 
【改訂の日付】 平成１７年４月１日 
 
 (1)組織名称の変更 
  ① より自律的な事業運営単位として、化成品・樹脂ディビジョンと機能品・ファイン 

ディビジョンを「化成品・樹脂カンパニー」、「機能品・ファインカンパニー」と名称
変更する。 

② エネルギー・環境ディビジョンは、プロフィットセンター兼全社に関わるコストセン
ターとしての役割を明確化するため、「エネルギー・環境部門」に名称変更する。 

 (2)次世代事業開発室の廃止 
   次世代事業探索２０１０プロジェクトの事業化候補提案を受け２０００年７月に発足

し、事業化推進とその研究開発を推進してきたが、事業育成という使命が終了したので
次世代事業開発室を発展的解消する。なお、各テーマを更に推進するために、ステージ
に応じて研究開発本部企画管理部と機能品・ファインカンパニー内に移管する。 

 (3)機能品・ファインディビジョン関連の改訂 
     同ディビジョンの事業開発部を廃止し、機能品・ファインカンパニーに「航空宇宙材

料開発室」を新設する。 
 (4)健康管理センターの移管 

組織の簡素化と責任の明確化を図るため、環境安全部の下部組織に健康管理センター
を移管する。 

 
 
 



２．役員の職務委嘱変更 
 
【発令の日付】 平成１７年４月１日 
 
（取締役） 
【新職務】              【旧職務】            【氏名】 
▽化成品･樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰ、機能品       化成品･樹脂ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ、機能品  専務 鈴木 征夫 
･ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ、ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境        ･ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ、ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境 
部門担当                          ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ担当 

 
（執行役員）  
【新職務】              【旧職務】            【氏名】 
▽副社長              副社長            副社長 小池 裕之 

本社担当兼総務･人事室長 
▽社長補佐             建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ    専務 田村 浩章 
▽ｸﾞﾙｰﾌﾟＣＴＯ兼研究開発本部長   化学生産本部長並びに研究開発  専務 千葉  泰久 
                  本部長兼次世代事業開発室担当  
▽機械･金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ   経営管理室長          専務 岡田  和彦 
▽機械･金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰ付       機械･金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ   常務 田村  勲 
▽機能品･ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ    機能品･ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ長兼事業   常務 紀平 浩二 
                                    開発部長並びに次世代事業開発 
                                    室担当 
▽化成品･樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ    化成品･樹脂ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ長     常務 高橋  信行 
▽ｸﾞﾙｰﾌﾟＣＣＯ並びに総務･人事     経営管理室財務部長兼総合事務   常務 古川 陽道 
 室長兼ＣＳＲ担当              ｾﾝﾀｰ担当 
▽建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ兼     建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ  常務 関谷 一眞 
 ｾﾒﾝﾄ事業部長                      兼ｾﾒﾝﾄ事業部長並びにｸﾞﾙｰﾌﾟ会 

社部、建材事業部、資源事業部 
担当 

▽環境安全部、宇部渉外部並びに   購買･物流本部長兼宇部渉外部、  常務 安部 研一 
中央病院担当           環境安全部、健康管理ｾﾝﾀｰ、 
                 中央病院担当 

▽ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境部門長並びに      ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ長           竹下 道夫 
 購買･物流本部長 
▽ｸﾞﾙｰﾌﾟＣＦＯ並びに経営管理    経営管理室企画･計数部長             宇野 雅夫 
室長兼企画･計数部長 

▽化学生産本部長兼生産統括部長      化学生産本部生産統括部長兼          鈴木 勝典 
宇部ｹﾐｶﾙ工場長並びに化成品･ 
樹脂ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ UNO ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

▽化成品･樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ統括部長    化成品・樹脂ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝｱｼﾞｱ統括    Charunya 
兼 Thai Synthetic Rubbers Co.,     部長兼 Thai Synthetic Rubbers       Phichitkul 
Ltd．、Ube Nylon(Thailand)Ltd．、   Co., Ltd．、Ube Nylon(Thailand)     （ﾁｬﾙﾆｱ  
Thai Caprolactam Public Co.，     Ltd．、Thai Caprolactam Public        ﾋﾟﾁｯﾄｸﾝ） 
Ltd．担当                         Co.，Ltd．担当 

▽化成品･樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ    化成品･樹脂ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ欧州統括        渡邊 史信 
兼欧州統括部長                    部長兼 Ube Corporation Europe， 
                 S.A. 担当 

 



３．役員の人事異動 
 
【発令の日付】 平成１７年６月２９日 
 
（役付取締役・代表取締役の変更） 
【新役位】           【旧役位】               【氏名】 
▽取締役会長                取締役会長兼代表取締役社長             常見 和正 
▽代表取締役社長       取締役（専務待遇）            田村 浩章 
▽代表取締役         取締役（専務待遇）            千葉  泰久 
▽代表取締役         取締役（専務待遇）            岡田  和彦 
   ［なお、役付取締役は会長、社長のみとし、副社長、専務待遇、常務待遇の呼称はやめる。］ 

 
（取締役就任） 
                                    【氏名】 
▽取締役                                古川 陽道 
▽取締役                                宇野 雅夫 
▽取締役（社外取締役・非常勤）                      松本 善臣 
▽取締役（社外取締役・非常勤）                      元田 充隆 
 
（昇任執行役員） 
【新役位】           【旧役位】               【氏名】 

［職務委嘱の変更がある場合は新職務］  ［職務委嘱の変更がある場合は旧職務］ 

▽執行役員グループＣＥＯ    専務執行役員              田村 浩章 
［グループＣＥＯ］       ［社長補佐］ 
▽副社長執行役員        専務執行役員              千葉 泰久 
［社長補佐並びにｸﾞﾙｰﾌﾟＣＴＯ  ［ｸﾞﾙｰﾌﾟＣＴＯ兼研究開発本部長］ 
兼研究開発本部長］ 

▽副社長執行役員        専務執行役員              岡田 和彦 
［社長補佐並びに        ［機械･金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ］ 
 機械･金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ］ 
▽専務執行役員         常務執行役員              紀平 浩二 
▽専務執行役員         常務執行役員              高橋 信行 
▽専務執行役員         常務執行役員              古川 陽道 
▽専務執行役員         常務執行役員              関谷 一眞 
▽常務執行役員         執行役員                竹下 道夫 
▽常務執行役員         執行役員                宇野 雅夫 
▽常務執行役員         執行役員                鈴木 勝典 
▽常務執行役員         執行役員            Charunya Phichitkul 

（ﾁｬﾙﾆｱﾋﾟﾁｯﾄｸﾝ） 
 
（新任執行役員） 
                【担当職務】              【氏名】 
▽執行役員         建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産･技術本部長        末繁 哲雄 
▽執行役員         研究開発本部副本部長            梅津 誠 
▽執行役員         機能品･ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ兼      妙中 信之 
              製薬ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ、ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ、 
              電子部品開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 
▽執行役員         経営管理室財務部長兼総合事務ｾﾝﾀｰ担当        久保田隆昌 



 
（新任監査役） 
                                          【氏名】 
▽監査役（社外監査役・常勤）                      山中 和郎 
▽監査役（社外監査役・非常勤）                     瀧本 博志 
 
 
 
（退任取締役） 
▽代表取締役副社長       小池 裕之（相談役に就任） 
▽取締役（専務待遇）      鈴木 征夫（顧問に就任）             
▽取締役（専務待遇）      平野 忠昭（顧問に就任）             
▽取締役（常務待遇）      田村 勲 （顧問に就任）             
         
（退任執行役員） 
▽執行役員グループＣＥＯ        常見 和正（取締役会長専任に） 
▽副社長執行役員        小池 裕之（相談役に就任）  
▽常務執行役員         田村 勲 （顧問に就任）  
 
（退任監査役） 
▽監査役（社外監査役・常勤）  山本 正 （顧問に就任） 
▽監査役（社外監査役・非常勤） 福田 浩一 
 
 
                                     以 上 


