
平成 22 年 3月 3日 

報道関係各位 

新日鐵化学株式会社 

 

組織改正および役員人事のお知らせ 

 

平成22年4月1日付の組織改正および、4月1日に就任する取締役および執行役員の候補者と、その業務分

担・役職委嘱等について決定しましたのでお知らせいたします。 

 

① 組 織 改 正 

4 月 1 日付の東都化成㈱エポキシ事業統合に向けた、社内受け入れ組織体制の整備に主眼を置き、併せ

てコーポレート機能の明確化、事業運営体制の強化・適正化を図るため、昨年 4 月に導入した「製鉄化

学事業本部」「機能材料事業本部」「新事業開発本部」を基本とする事業推進体制のもと、平成 22 年 4 月

1 日付で、以下の通り組織改正を実施することといたしました。 

 

（１）東都化成㈱エポキシ事業統合に向けた体制整備 

①機能材料事業本部に「エポキシ事業部」を新設し、同事業部下に「事業管理部」及び、 

「エポキシ営業部」を位置づける。 

 

（２）コーポレート機能の明確化 

①「知的財産部」を新事業開発本部からコーポレート組織へ位置づけを変更する。 

②「生産技術部」生産技術総括グループと「技術企画部」を統合した「技術総括部」を、 

コーポレート組織へ位置づける。 

③「ＢＣＭ推進部」を「ＣＳＲ部」へ改称する。 

                ※ＣＳＲ＝Corporate Social Responsibility 

（３）事業企画機能の適正化 

①「製鉄化学事業本部 戦略企画部」を廃止し、同本部の企画機能は各事業部に集約する。 

②機能材料事業本部の「光学・ディスプレイ材料事業部 事業企画部」及び「回路実装材料事業部 

事業企画部」を廃止し、同本部の企画機能は現在の「戦略企画部」（4 月 1日より「事業企画部」

に改称）へ集約する。 

 

（４）営業・製造・研究部門の機能強化 

①「大阪支店」を製鉄化学事業本部 化学品事業部から社長直下へ位置づけを変更する。 

②「化学品事業部 フェノール部」を同事業部「化学品部」に統合する。 

③「回路実装材料事業部 エスパネックス部 台北支店」及び同部「上海事務所」を

「機能材料事業本部」に位置づけを変更する。 

④社長直下の「広畑製造所」を「製鉄化学事業本部」へ位置づけを変更する。 

⑤「マイクロ波化学事業化プロジェクト」を「基盤技術センター」へ統合する。 

 

（５）新規プロジェクトの立ち上げ 

①「業務改革プロジェクト」を社長直下の全社横断プロジェクトとして立ち上げ、人材育成、

業務プロセスの見直し、システム再構築等経営インフラ整備を推進する。 

 

※新組織図＜次頁参照＞
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【新組織図　（２０１０年４月１日）】
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② 役 員 人 事 

平成 22 年 4 月 1 日に就任する取締役および執行役員の候補者と、その業務分担・役職委嘱について、

下記のとおり決定いたしました｡ 

 また、平成 22 年 3 月 31 日付取締役・執行役員の退任および、平成 22 年 4 月 1日付顧問の選任、参与

の異動につきましても、あわせてお知らせいたします。 

 

（１）平成 22 年 4月 1日に就任する取締役の候補者について 
 
 代表取締役  二村 文友 

 

 代表取締役  見越 和宏 

 

 取締役  灘  利浩 

 

 取締役  古本 正史 

 

 ※ 取締役  菊池
きくち

 淳 一
じゅんいち

 
 

（注:※は新任） 
 

 

【参考：平成 22 年 3 月 31 日付にて退任する取締役】 
 
  (現職)   （退任後の予定） 

 
兵頭 義雄 取締役相談役   相談役 
 
 
 

 

（２）平成 22 年 4月 1日に就任する執行役員の候補者および業務分担・役職委嘱について 
 
  (現職)   （新 業務分担・役職委嘱） 
 

 二村 文友 代表取締役社長  代表取締役社長 

   
  見越 和宏 代表取締役副社長 代表取締役副社長 
    機能材料事業本部長委嘱 
     
 灘  利浩 取締役  取締役 
   常務執行役員  常務執行役員 
   製鉄化学事業本部長委嘱  製鉄化学事業本部長委嘱 
   株式会社シーケム 代表取締役社長 株式会社シーケム 代表取締役社長 
 
  古本 正史 取締役  取締役 
    常務執行役員  常務執行役員 
    新事業開発本部長委嘱  新事業開発本部長委嘱 
    環境安全部に関する事項に関し社長を補佐 機能材料事業本部機能材料研究所長委嘱 
 
  菊池 淳一 常務執行役員  取締役 

   機能材料事業本部副本部長委嘱 常務執行役員 
    同本部機能材料研究所長委嘱 機能材料事業本部長委嘱 
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    (現職)  （新 業務分担・役職委嘱） 
 
 松永 伸一  常務執行役員  常務執行役員 
    九州製造所長委嘱  九州製造所長委嘱 
    同製造所生産技術部長委嘱  エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長 
 
  山本 博之 執行役員  執行役員 
   機能材料事業本部光学・ディスプレイ材料  機能材料事業本部光学・ディスプレイ材料 
   事業部長委嘱  事業部長委嘱 
    
  和久田茂彦 執行役員  執行役員 

   製鉄化学事業本部化学品事業部長委嘱 製鉄化学事業本部副本部長委嘱 
 
  坂巻 義孝 執行役員   執行役員 
   生産技術、設備技術に関する事項に関し 環境安全部、知的財産部、技術総括部に 
  松永常務執行役員を補佐  関する事項につき社長を補佐 
  エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長      
 

 篠原 一彰 執行役員 執行役員 

   機能材料事業本部回路実装材料事業部長 機能材料事業本部回路実装材料事業部長 
   委嘱 委嘱 
 

 下浦 康弘 執行役員 執行役員 

   機能材料事業本部有機ＥＬ事業開発部長 機能材料事業本部有機ＥＬ事業開発部長 
   委嘱 委嘱 
 

 関根 正裕 執行役員 執行役員 

   機能材料事業本部戦略企画部長委嘱 機能材料事業本部エポキシ事業部長委嘱 
  同本部光学・ディスプレイ材料事業部 新日化エポキシ製造株式会社 代表取締役社長 
   エポキシ樹脂部長委嘱  
 

 河原 伸行 執行役員 執行役員  

   経営企画部に関する事項に関し社長を 経営企画部、ＣＳＲ部、財務部に関する事項 
   補佐  につき社長を補佐 
    業務改革プロジェクトリーダー委嘱 
  

  山川  理  執行役員 執行役員 

   製鉄化学事業本部コールケミカル事業部長 製鉄化学事業本部コールケミカル事業部長 
   委嘱 委嘱 
   株式会社シーケム 常務取締役 株式会社シーケム 常務取締役 
 

 ※ 安浦
やすうら

 重人
しげと

 参与 執行役員 

   製鉄化学事業本部副本部長委嘱 製鉄化学事業本部化学品事業部長委嘱 
 
（注:※は新任） 
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【参考：平成 22 年 3 月 31 日付にて退任する執行役員】 
 
     (現職)  （退任後の予定） 
 
 伊藤  叡 常務執行役員  新日鉄マテリアルズ株式会社 常務取締役 
   機能材料事業本部副本部長委嘱  
 
 
 
 

○顧問の選任（平成 22 年４月 1 日付）  
 

    (現職)     （新） 
 

 安永  博 東都化成株式会社 代表取締役社長 顧問 
      
 
 

○参与の異動（平成 22 年 4 月 1 日付） 

 

   (現職)      （新 業務分担・役職委嘱） 
      
  御手洗幸隆 製鉄化学事業本部戦略企画部長委嘱 製鉄化学事業本部副本部長委嘱 

    
  樋口  裕 機能材料事業本部戦略企画部長付 機能材料事業本部長付 

  （有機ＥＬ照明） （有機ＥＬ照明） 

 
 

 

 

 

 

※本件に関するお問い合わせ先 

   新日鐵化学株式会社 

   総務・購買部（広報） 

℡：０３－５２０７－７６００ 
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