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平成 27 年 2月 26 日 

各  位 

                   会社名  宇 部 興 産 株 式 会 社 

           代表者名 代表取締役社長 竹下道夫 

                            (コード番号 4208 東証第 1部・福証) 

問合せ先   IR 広報部長   徳光真介 

（TEL 03-5419-6110） 

  

 

組織改訂並びに役員の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は本日開催の取締役会において、組織の一部改訂並びに 取締役および執行役員等の異動と職務委

嘱変更を内定いたしましたので、下記の通りお知らせします。 

 取締役の異動は、平成２７年６月２６日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正

式に決定する予定です。 

 なお、本日「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」を別途発表しております。 

 

                    記 

 

【会社名】 宇部興産株式会社 

 

１．組織改訂 

【改訂の日付】 平成２７年４月１日 

（１）「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」の新設 

① 「化成品・樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰ」と「機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ」を統合し、「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」を新設する。 

② 「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」内に事業戦略・技術戦略を担う「戦略統括部」を新設する。併せて、「化成品・

樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画管理部」および「機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ戦略企画部」の管理機能を統合し、「管理

部」を新設する。 

③ 化学品の品質保証体制を一層強化するため、「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」内に「化学品質保証部」を新設する。 

④ 「ﾅｲﾛﾝ樹脂ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」と「ﾗｸﾀﾑ・工業薬品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」を統合して「ﾅｲﾛﾝ・ﾗｸﾀﾑ・工業薬品

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」を新設する。 

⑤ 「ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」と「機能材料ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」を統合して「ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・機能品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」

を新設する。 

⑥ 「機能電池材料ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」と「ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ」を統合して「電池材料・ﾌｧｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆ

ｯﾄ」を新設する。 

 

（２）「化学生産・技術本部」の改組 

① 「化学生産・技術本部」の各開発ｾﾝﾀｰを「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」直轄にするとともに、「化学生産・技術

本部」は「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」内の「化学生産本部」に名称変更する。 

② 「化学生産・技術本部」内の「管理統括部」「生産統括部」「技術企画管理部」「自動車部材開発

ｾﾝﾀｰ」を廃止する。 
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（３）海外統括部署の改組 

① 「欧州統括部」および「ｱｼﾞｱ統括部」を「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」直轄とし、「欧州統括部」は米州の化学

関連ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社も併せて統括する「欧米統括部」に改組する。 

 

 

２．取締役の異動 

<新任>（平成２７年６月２６日付） 

【新職務】             【旧職務】                【氏名】 

▽代表取締役 専務執行役員     専務執行役員               杉下 秀幸 

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ        機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾝﾃﾞﾝﾄ     （すぎした ひでゆき）      

 ▽取締役 専務執行役員        常務執行役員               松波 正       

建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ        建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ       （まつなみ ただし）    

兼ｾﾒﾝﾄ事業部長 

 ▽取締役（非常勤）                              庄田 隆 

（しょうだ たかし） 

<現 第一三共㈱相談役> 

 ▽取締役（非常勤）                              蔭山 真人 

（かげやま まひと） 

<現 豊田通商㈱顧問> 

 

<退任>（平成２７年６月２６日付） 

 ▽泉原 雅人                     （６月２６日以降、常務執行役員専任） 

  （いずみはら まさと） 

 ▽久保田 隆昌                      （６月２６日付で監査役に就任） 

  （くぼた たかのぶ） 

 ▽元田 充隆 

  （もとだ みちたか） 

 

 

３．執行役員の異動 

<昇任>（平成２７年４月１日付） 

 【新職務】             【旧職務】               【氏名】 

▽社長執行役員                専務執行役員               山本 謙 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO                        社長補佐兼ｸﾞﾙｰﾌﾟ CCO        （やまもと ゆずる） 

並びに購買・物流本部長 

および総務・人事室管掌             

 ▽専務執行役員           常務執行役員              松波 正 

  建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ      建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ       （まつなみ ただし） 

兼ｾﾒﾝﾄ事業部長                        

 

<新任>（平成２７年４月１日付） 

 【新職務】             【旧職務】               【氏名】 

▽執行役員             医療法人社団宇部興産中央病院      玉田 英生 

購買・物流本部長および      経営管理部長            （たまだ ひでお）        

  宇部渉外部担当 
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▽執行役員             宇部三菱ｾﾒﾝﾄ㈱営業統括部長            西田 宏 

 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ監理部長                                        （にしだ ひろし） 

および建材事業部担当                 

 ▽執行役員             経営管理室企画部長           藤井 正幸 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ CFO 並びに経営管理室長                       （ふじい まさゆき） 

 

<職務委嘱変更>（平成２７年４月１日付） 

【新職務】              【旧職務】              【氏名】 

▽専務執行役員                  専務執行役員              杉下 秀幸 

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ          機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾝﾃﾞﾝﾄ    （すぎした ひでゆき） 

▽常務執行役員               常務執行役員            Charunya Phichitkul 

 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ統括部長          ｱｼﾞｱ統括部長              （ﾁｬﾙﾆｱ ﾋﾟﾁｯﾄｸﾝ）      

 ▽常務執行役員               常務執行役員                 妙中 信之 

医薬事業部長                  医薬事業部長兼開発推進部長      （たえなか のぶゆき） 

 ▽常務執行役員               常務執行役員               泉原 雅人 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ         ｸﾞﾙｰﾌﾟ CFO                   （いずみはら まさと） 

兼管理部並びに戦略統括部担当     並びに経営管理室長    

 ▽執行役員               執行役員                  松永 悦夫 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾎﾟﾘﾏｰ開発ｾﾝﾀｰ、      化学生産・技術本部技術企画管理部、（まつなが えつお） 

  ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ、機能品開発ｾﾝﾀｰ、    ﾎﾟﾘﾏｰ開発ｾﾝﾀｰ、ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ、  

  無機材料開発ｾﾝﾀｰ           機能品開発ｾﾝﾀｰ、無機材料開発ｾﾝﾀｰ、 

並びに先端ｴﾅｼﾞｰﾏﾃﾘｱﾙ開発ｾﾝﾀｰ担当  先端ｴﾅｼﾞｰﾏﾃﾘｱﾙ開発ｾﾝﾀｰ並びに 

  および開発管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当      自動車部材開発ｾﾝﾀｰ担当 

兼研究開発本部副本部長 

 ▽執行役員               執行役員                 野嶋 正彦  

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ合成ｺﾞﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ     欧州統括部長              （のじま まさひこ） 

並びにﾅｲﾛﾝ･ﾗｸﾀﾑ･工業薬品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

担当兼欧米統括部長 

 ▽執行役員              執行役員                市川 正隆 

  建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長   建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長   （いちかわ まさたか） 

  兼資源ﾘｻｲｸﾙ事業部         兼資源ﾘｻｲｸﾙ事業部担当 

並びに技術開発研究所担当 

 ▽執行役員              執行役員                山元 篤 

  ｸﾞﾙｰﾌﾟ CCO 並びに総務・人事室長   総務・人事室長           （やまもと あつし）  

  およびｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR 担当               およびｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR 担当   

 ▽執行役員               執行役員               井本 充彦 

  建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾒﾝﾄ事業部長      建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ監理部長      （いもと みつひこ） 

  並びに宇部三菱ｾﾒﾝﾄ㈱常務取締役 

 ▽執行役員                執行役員                相川 誠 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部長        化学生産・技術本部長       （あいかわ まこと）        

 ▽執行役員               執行役員                 田中 隆文 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ                         機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ戦略企画部長  （たなか たかふみ） 

ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・機能品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ  

  並びに電池材料・ﾌｧｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ担当 

 ▽執行役員              執行役員               古賀 源二 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部副本部長   化学生産・技術本部生産統括部長  （こが げんじ） 

  兼宇部ｹﾐｶﾙ工場長          兼宇部ｹﾐｶﾙ工場長 
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 ▽執行役員              執行役員               小山 誠 

  建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部     建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部   （こやま まこと） 

並びに資源事業部担当        副本部長兼技術開発研究所担当     

 

<退任>（平成２７年３月３１日付） 

【旧職務】 

▽社長執行役員ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO          竹下 道夫（４月１日付で代表取締役会長に就任） 

                           （６月２６日付で取締役会長に就任） 

（たけした みちお） 

▽常務執行役員      渡邊 史信（４月１日付で顧問に就任） 

 化成品・樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ         （わたなべ しのぶ） 

▽常務執行役員      久保田 隆昌（４月１日以降、取締役専任） 

宇部渉外部担当                    （６月２６日付で監査役に就任） 

                （くぼた たかのぶ） 

▽執行役員      佐藤 津義（４月１日付で顧問に就任） 

 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部、建材事業部    （さとう つよし） 

並びに資源事業部担当 

    

  

４．監査役の異動 

 <新任>（平成２７年６月２６日付） 

 ▽久保田 隆昌（くぼた たかのぶ）<現 当社取締役常務執行役員> 

 ▽須田 美矢子（すだ みやこ）  <現 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 特別顧問> 

 

<退任>（平成２７年６月２６日付） 

 ▽喜多村 尚也（きたむら なおや）              （６月２６日付で顧問に就任） 

 ▽杉尾 整（すぎお ひとし） 

   

 

 

 以 上 
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＜ご参考＞ 宇部興産・役員新体制（平成 27 年 4月 1日～） 

１．取締役、監査役 

役職 氏名 役職 氏名 

代表取締役会長 竹下 道夫 常勤監査役 三宅 節郎

代表取締役社長 山本  謙 常勤監査役 喜多村 尚也

取締役 泉原 雅人 監査役 杉尾 整 

取締役 久保田 隆昌 監査役 落合 誠一

取締役 元田 充隆

取締役 草間 高志 (注 1.) 元田充隆氏、草間高志氏および照井恵光氏は、

取締役 照井 恵光 会社法第 2条第 15 号に定める「社外取締役」 

 です。 

(注 2.) 杉尾整氏および落合誠一氏は、会社法 

 第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」です。 

 

２．執行役員 

役位 氏名 職務 

社長執行役員 （昇任）山本  謙 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO

専務執行役員 杉下  秀幸 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

（昇任）松波  正 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

常務執行役員 

 

 

 

 

 

 

 

Charunya 

Phichitkul

(ﾁｬﾙﾆｱ・ﾋﾟﾁｯﾄｸﾝ)

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ統括部長

妙中  信之 医薬事業部長

三隅  淳一 環境安全部、医薬品品質保証部並びに知的財産部担当

泉原  雅人 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ兼管理部

並びに戦略統括部担当

岡田 德久 機械・金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

執行役員 松永 悦夫   化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾎﾟﾘﾏｰ開発ｾﾝﾀｰ、ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ、

機能品開発ｾﾝﾀｰ、無機材料開発ｾﾝﾀｰ

並びに先端ｴﾅｼﾞｰﾏﾃﾘｱﾙ開発ｾﾝﾀｰ担当

 および開発管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当

野嶋 正彦 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ合成ｺﾞﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ

並びにﾅｲﾛﾝ･ﾗｸﾀﾑ・工業薬品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ担当

兼欧米統括部長

市川 正隆 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長

兼資源ﾘｻｲｸﾙ事業部並びに技術開発研究所担当

山元 篤 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CCO 並びに総務・人事室長およびｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR 担当

井本 充彦 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾒﾝﾄ事業部長

並びに宇部三菱ｾﾒﾝﾄ㈱常務取締役

蔵内 隆文 ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部長

久次 幸夫 宇部興産機械㈱代表取締役社長

相川 誠 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部長

田中 隆文 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・機能品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ

並びに電池材料・ﾌｧｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ担当

横田 守久 研究開発本部長

古賀 源二 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部副本部長兼宇部ｹﾐｶﾙ工場長

小山 誠 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部並びに資源事業部担当

（新任）玉田 英生 購買・物流本部長および宇部渉外部担当

（新任）西田 宏 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ監理部長および建材事業部担当

（新任）藤井 正幸 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CFO 並びに経営管理室長

 


