
 

2016年 3月 1日 

報道関係各位 
 

新日鉄住金化学株式会社 

 

役 員 人 事 の お 知 ら せ 
 

 

2016年 4月 1日ならびに、2016年 6月 28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、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

また、2016 年 3 月 29 日付顧問の退任、2016 年 3 月 31 日付執行役員および顧問の退任、2016 年 4

月 1 日付顧問の選任および参与の選任・異動、2016 年 6 月 28 日付相談役の選任について、あわせて

お知らせいたします。 

記 

 

（１） 2016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  勝山 憲夫 

 

  取締役  林   岳志 

 

  取締役  菊池 淳一 
 
 

（２） 2016年 4月 1日に就任する執行役員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） 
 

 勝山 憲夫  代表取締役社長  代表取締役社長 

        
  林  岳志  取締役 取締役副社長 
     常務執行役員  総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画推進、 
     総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画 事業開発企画、大阪支店に関する事項管掌 
     推進、事業開発企画、大阪支店に関する  
    事項管掌 
    
  菊池 淳一 取締役  取締役 

    常務執行役員 常務執行役員 
     技術総括、環境安全、品質保証、知的財産、 技術総括、環境安全、品質保証、知的財産、 

    プロセス技術、総合研究に関する事項管掌 プロセス技術、総合研究に関する事項管掌 
  
 篠原 一彰 常務執行役員 常務執行役員  
   機能材料事業部長委嘱 機能材料事業部長委嘱 
   新日化機能材製造株式会社 代表取締役社長 新日化機能材製造株式会社 代表取締役社長 
  
  安浦 重人 常務執行役員 常務執行役員 
   コールケミカル事業部長委嘱 コールケミカル事業部長委嘱 
    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 
 
   



 
坂巻 義孝 執行役員   執行役員 

    コールケミカル事業部ＣＮＣ建設プロジェ 喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司 総経理 
    クトに関する事項管掌 尼铁隆(江苏)炭黑有限公司 総経理 
   喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司 総経理   
  尼铁隆(江苏)炭黑有限公司 総経理  
 

 河原 伸行 執行役員 執行役員  

   エポキシ事業部長委嘱 エポキシ事業部長委嘱 
       

  讃井 政博 執行役員 執行役員 

   技術総括部長委嘱 技術総括部長委嘱 
   環境安全、品質保証、知的財産、プロセス 環境安全、品質保証、知的財産、プロセス 
   技術に関する事項につき菊池常務執行役員 技術に関する事項につき菊池常務執行役員 

   を補佐 を補佐 
   潤滑材営業に関する業務につき潤滑材料部 潤滑材営業に関する業務につき潤滑材料部長 
   長に協力 に協力 
     

  梶  正史 執行役員 執行役員 

   総合研究所長委嘱 総合研究所長委嘱 
 

  山﨑 博司 執行役員 執行役員 

   九州製造所長委嘱 九州製造所長委嘱 
          エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長 エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長 

 

  加藤 聖二 執行役員 執行役員 

   財務部長委嘱 財務部長委嘱 
 

  大山 博之 執行役員 執行役員 

   化学品事業部長委嘱 化学品事業部長委嘱 
 同事業部事業企画部長事務取扱  同事業部事業企画部長事務取扱 
 ＮＳスチレンモノマー株式会社 代表取締役 ＮＳスチレンモノマー株式会社 代表取締役 
 社長  社長 
 

  梶原 洋三 執行役員 執行役員 

   機能材料事業部副事業部長委嘱 機能材料事業部副事業部長委嘱   
 
 

（３） 2016年 6月 28日に就任する新任の取締役候補者について 
 
 （現職）    
 

   代表取締役 太田
お お た

 克彦
かつひこ

 新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 

 
 

（４） 2016年 6月 28日に就任する新任の執行役員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） 
 

 太田
お お た

 克彦
かつひこ

  新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長  代表取締役社長 



 
【参考】 
       
○ 執行役員の退任（2016年 3月 31日付） 

 
       （現職）    （退任後の予定） 
  
  松永 伸一  常務執行役員 顧問 
     喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司および  
  尼铁隆(江苏)炭黑有限公司に関する 
  社長特命事項担当  
 
 
○ 顧問の選任（2016年 4月 1日付） 

 
    （現職） 
 

 太田
お お た

 克彦
かつひこ

  新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 

 
 
○ 相談役の選任（2016年 6月 28日付） 

 
     （現職)   （退任後の予定） 
 
 勝山 憲夫    代表取締役社長   取締役相談役 

 
＊第 77回定時株主総会（2016年 6月 28日開催予定）終結時にて代表取締役社長を退任 

 
 
○ 顧問の退任（2016年 3月 29日付） 

 
     （現職） 
 灘  利浩 顧問 
 
 
○ 顧問の退任（2016年 3月 31日付） 

 
     （現職）           （退任後の予定）  
 
 御手洗幸隆 顧問                   西部タンカー株式会社  
   コールケミカル事業部に関する特命事項担当 
  
 藤田 利男 顧問 ＩＴ企画推進部に関する特命事項担当 
  
○ 参与の選任（2016年 4月 1日付） 
 
   （現職)    （新 業務分担・役職委嘱） 
  

 下条 憲一 機能材料事業部事業企画部長 機能材料事業部事業企画部長委嘱 
       
 宮崎 崇輝 コールケミカル事業部事業企画部長 コールケミカル事業部事業企画部長委嘱 
 
 山田  功 エポキシ事業部事業企画部長 エポキシ事業部事業企画部長委嘱 
 
○参与の異動（2016年 4月 1日付） 
 
   （現職)    （新 業務分担・役職委嘱） 

 
 竹原 正治  株式会社シーケム 常務取締役 新日化カーボン株式会社  
 
 

※本件に関するお問い合わせ先   

新日鉄住金化学株式会社 総務部（広報）   

℡：０３－５２０７－７６００    


