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2019 年 2月 7 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 山本 謙 

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

 問合せ先  CSR・総務部長  阿久刀川 治 

（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、下記のとおり、組織改訂並びに役員の異動と職務委嘱変更を決議い

たしましたので、下記の通りお知らせします。 

 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（2019 年 4月 1日付） 

 「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」「建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ」「機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ」「医薬事業部」「ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部」の 3 ｶﾝﾊﾟﾆｰ・2 事

業部による運営体制を、「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」「建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ」「機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ」の 3 ｶﾝﾊﾟﾆｰによる運営体制へ再

編する。  

（１） 「化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ」 

●「ﾅｲﾛﾝ・ﾗｸﾀﾑ・工業薬品事業部」、「ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・機能品事業部」、「電池材料・ﾌｧｲﾝ事業部」を改組 

し、「ﾅｲﾛﾝ・ﾌｧｲﾝ事業部」、「機能品事業部」を新設する。 

●「医薬事業部」を編入する。 

●「研究開発本部」を編入する。 

    ●「管理部」および「戦略統括部」を改組し、「企画管理部」、「技術戦略部」を新設する。 

    ●「化学品質保証部」を「品質保証部」に改称する。 

    ●「化学環境安全部」を「環境安全部」に改称する。 

    ●「欧米統括部」、「ｱｼﾞｱ統括部」を廃止する。 

（２） 「建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ」 

●「ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業部」を編入し、ｶﾝﾊﾟﾆｰ直下に「ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部」を新設し、「生産・技術本部」 

下に「電力部」を新設する。 

●「環境安全・品質保証部」を改組し、「品質保証部」、「環境安全部」を新設する。 

    ●「資源事業部」を廃止する。 

    ●「生産・技術本部」に「鉱業部」を新設する。 

 （３）「本社部門」 

    ●「経営管理室」、「総務・人事室」を廃止する。 

●「経営管理室」の「経営企画部」、「経理部」、「財務・IR 部」及び「総務・人事室」の「人事 

部」、「CSR･総務部」、「法務部」はそれぞれ社長直轄とする。 



 2

２．役員の異動 

<昇任>（2019 年 4 月 1 日付け） 

 【新職務】             【旧職務】                【氏名】 

 ▽社長執行役員 CEO、        専務執行役員             泉原 雅人   

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ        化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ         （いずみはら まさと） 

 ▽専務執行役員           常務執行役員             小山 誠 

  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ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ     （こやま まこと） 

                   およびｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部並びに 

                   技術開発研究所担当 

 ▽常務執行役員           執行役員               古賀 源二 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ、     化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部長および   （こが げんじ） 

  化学生産本部長、         化学環境安全部担当 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ環境安全部担当、 

  情報ｼｽﾃﾑ部担当 

 ▽常務執行役員           執行役員               藤井 正幸 

  CFO､経営企画部･経理部･財務･IR 部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CFO 並びに経営管理室長    （ふじい まさゆき） 

  担当 

 ▽常務執行役員           執行役員                西田 祐樹 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾅｲﾛﾝ・ﾌｧｲﾝ事業部長   化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ電池材料・ﾌｧｲﾝ事業部長  （にしだ ゆうき） 

 ▽上席執行役員           執行役員               相川 誠 

  環境安全部・品質統括部・     環境安全部並びに品質統括部担当   （あいかわ まこと） 

  知的財産部担当  

 ▽上席執行役員           執行役員               西田 宏 

  宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱取締役専務執行役員  宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱取締役専務執行役員   （にしだ ひろし） 

 ▽上席執行役員           執行役員               三浦 英恒 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部      化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部       （みうら ひでつね） 

  宇部ｹﾐｶﾙ工場長、宇部藤曲工場担当 宇部ｹﾐｶﾙ工場長および宇部藤曲工場担当 

 ▽上席執行役員           執行役員               伊藤 芳明 

  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･技術本部長兼   （いとう よしあき） 

  資源ﾘｻｲｸﾙ事業部・開発部門担当   資源事業部長および資源ﾘｻｲｸﾙ事業部担当 

 ▽上席執行役員           執行役員               花本 雄三 

  建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長   ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部長兼        （はなもと ゆうぞう） 

                   石炭ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

 ▽上席執行役員           執行役員               横尾 尚昭 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画管理部長、     化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ管理部長         （よこお ひさあき） 

合成ｺﾞﾑ事業部担当 

 ▽上席執行役員           執行役員               大田 正芳 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ研究開発本部長、    化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ戦略統括部長および    （おおた まさよし） 

  技術戦略部・開発部門担当     開発部門担当 

 ▽上席執行役員           執行役員               永田 啓一 

  化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ機能品事業部長     化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ･機能品事業部長   （ながた けいいち） 
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<新任>（2019 年 4 月 1 日付） 

 【新職務】             【旧職務】                【氏名】 

 ▽執行役員             経営管理室 経理部長          峯石 俊幸  

  監査部担当                               （みねいし としゆき） 

 ▽執行役員             宇部興産機械㈱代表取締役社長     宮内 浩典 

  宇部興産機械㈱代表取締役社長                      （みやうち ひろのり） 

 ▽執行役員             UBE Chemicals(Asia) Public Company  Watchara  

  UBE Chemicals(Asia) Public     Limited Exective Vice President   Pattananijnirundorn  

Company Limited President & CEO､                              (ﾜｯﾁｬﾗ ﾊﾟｯﾀﾅﾆｼﾞﾆﾙﾝﾄﾞﾙﾝ）  

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ地域事業担当 

▽執行役員              建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産･技術本部         小島 弘昭 

建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部･     苅田ｾﾒﾝﾄ工場長            （こじま ひろあき）  

品質保証部・環境安全部担当       

▽執行役員              経営管理室 経営企画部長     舩山 陽一 

 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ医薬事業部長、                        （ふなやま よういち） 

  HBM 事業化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

 

  

<職務委嘱変更>（2019 年 4月 1日付） 

【新職務】             【旧職務】               【氏名】                

▽常務執行役員        常務執行役員    野嶋 正彦 

購買･物流本部長、         化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ             （のじま まさひこ） 

宇部渉外部担当          ﾅｲﾛﾝ･ﾗｸﾀﾑ・工業薬品事業部長並びに 

                 欧米統括部長 

▽常務執行役員       常務執行役員    玉田 英生 

 CRO、CCO、ﾘｽｸ管理部･人事部･     ｸﾞﾙｰﾌﾟ CCO、総務・人事室長並びに  （たまだ ひでお） 

 CSR･総務部・法務部担当       購買･物流本部長およびｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR 担当 

▽執行役員              執行役員               末廣 正朗 

 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画管理部副部長、   化学ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ統括部長       （すえひろ まさろう） 

 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社管理担当        UBE Chemicals(Asia) Public 

                  Company Limited President & CEO 

▽執行役員             執行役員             Bruno de Bièvre  

 UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.     UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.       （ﾌﾞﾙｰﾉ ﾄﾞｩ ﾋﾞｴﾌﾞﾙ） 

社長、化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ欧米地域事業担当  社長                             

                       

 

 

<退任>（2019 年 3 月 31 日付） 

【旧職務】 

▽取締役会長              竹下 道夫（4月 1 日付で取締役専任） 

                     （たけした みちお） 

▽代表取締役社長 社長執行役員      山本 謙（4月 1日付で代表取締役会長に就任） 

 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO               （やまもと ゆずる） 

▽代表取締役 専務執行役員        松波 正（4月 1日付で取締役専任） 

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

ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部管掌 

▽常務執行役員           三隅 淳一（4 月 1 日付で顧問に就任） 

情報ｼｽﾃﾑ部並びに宇部渉外部担当   （みすみ じゅんいち） 
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 ▽執行役員           横田 守久（4 月 1 日付で顧問に就任） 

研究開発本部長および知的財産部担当  （よこた もりひさ） 

 ▽執行役員                紺野 恭史（4月 1 日付で顧問に就任） 

  医薬事業部長              （こんの やすし） 

 

以上 
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＜ご参考＞ 宇部興産・役員新体制（2019 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 山本 謙 常勤監査役 久保田 隆昌 

代表取締役社長  泉原 雅人 常勤監査役 山元 篤 

取締役 竹下 道夫 監査役（社外監査役） 落合 誠一 

取締役 松波 正 監査役（社外監査役） 須田 美矢子 

取締役（社外取締役） 草間 高志   

取締役（社外取締役） 照井 惠光  

取締役（社外取締役） 庄田 隆  

取締役（社外取締役） 蔭山 真人  

 

２．執行役員 

役位 氏名 職務 

社長執行役員 泉原 雅人 CEO､化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

専務執行役員 岡田 德久 機械ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

小山 誠 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 

 

 

 

 

 

 

野嶋 正彦 購買･物流本部長、宇部渉外部担当 

久次 幸夫 機械ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

玉田 英生 CRO､CCO､ﾘｽｸ管理部・人事部・CSR･総務部・法務部担当 

古賀 源二 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ、化学生産本部長、 

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ環境安全部担当、情報ｼｽﾃﾑ部担当 

藤井 正幸 CFO､経営企画部・経理部・財務･IR 部担当 

西田 祐樹 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰﾅｲﾛﾝ・ﾌｧｲﾝ事業部長 

上席執行役員 相川 誠 環境安全部・品質統括部・知的財産部担当 

西田 宏  宇部ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱ 取締役専務執行役員 

三浦 英恒 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ化学生産本部宇部ｹﾐｶﾙ工場長、 

宇部藤曲工場担当 

伊藤 芳明 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長、 

資源ﾘｻｲｸﾙ事業部・開発部門担当 

花本 雄三 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 

横尾 尚昭 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画管理部長､合成ｺﾞﾑ事業部担当 

大田 正芳 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ研究開発本部長､技術戦略部・開発部門担当 

永田 啓一 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ機能品事業部長 

執行役員 末廣 正朗 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画管理部副部長、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社管理担当 

Bruno de Bièvre 

（ﾌﾞﾙｰﾉ ﾄﾞｩ ﾋﾞｴﾌﾞﾙ） 

UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.社長､ 

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ欧米地域事業担当 

大内 茂 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾒﾝﾄ事業部長 

小野 光雄 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ監理部長 

峯石 俊幸（新任） 監査部担当 

宮内 浩典（新任） 宇部興産機械㈱代表取締役社長 

Watchara 

Pattananijnirundorn 

(ﾜｯﾁｬﾗ ﾊﾟｯﾀﾅﾆｼﾞﾆﾙﾝ

ﾄﾞﾙﾝ）（新任） 

UBE Chemicals(Asia) Public Company Limited 

President & CEO､ 

化学ｶﾝﾊﾟﾆｰｱｼﾞｱ地域事業担当 

 

小島 弘昭（新任） 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部･品質保証部・ 

環境安全部担当 

舩山 陽一（新任） 化学ｶﾝﾊﾟﾆｰ医薬事業部長、HBM 事業化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

 


