
2017年 3月 2日 

 

報道関係各位 

役 員 人 事 の お 知 ら せ 
 

新日鉄住金化学株式会社 

    

    2017年 4月 1日ならびに、2017年 6月 28日に就任する取締役および執行役員候補者と、その業務分担・

役職委嘱、2017 年 6 月 28 日に就任する監査役候補者について、下記の通り決定しましたのでお知らせい

たします。 

また、2017 年 3 月 31 日付執行役員および顧問の退任、2017 年 3 月 31 日付参与の解任、2017 年 4 月 1

日付顧問の選任および参与の選任・異動、ならびに 2017年 6月 28日付取締役の退任および顧問の選任に

ついて、あわせてお知らせいたします。 

 

（１）2017年 4月 1日に就任する取締役候補者について 
 
 代表取締役  太田 克彦 

 

  取締役  林   岳志 

 

  取締役  菊池 淳一 

 

  取締役  勝山 憲夫 
 
 
（２）2017年 4月 1日に就任する取締役候補者の業務分担・役職委嘱について 

   
 （現職）    （新 業務分担・役職委嘱） 
 

 太田 克彦  代表取締役社長  代表取締役社長 

        
  林  岳志  取締役副社長 取締役副社長 
     総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画 コールケミカル事業部長委嘱 
     推進、事業開発企画、大阪支店に関する 株式会社シーケム 代表取締役社長 
     事項管掌 総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画 
       推進を担当 
 
  菊池 淳一 取締役  取締役 
   常務執行役員 社長付 

   九州製造所長委嘱 

   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 
    エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長 
 
  勝山 憲夫 取締役相談役  取締役相談役 
 
 
（３）2017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） 
 
 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 技術総括、環境安全、品質保証、知的財産、 
   新日化機能材製造株式会社 代表取締役社長 プロセス技術に関する事項管掌 
       



 
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 方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司 総経理 
    株式会社シーケム 代表取締役社長   
 

 ※五十嵐
い が ら し

 正晃
まさあき

  新日鐵住金株式会社  常務執行役員 

   フェロー 執行役員待遇  事業開発企画、総合研究所に関する事項管掌 
   技術開発本部先端技術研究所長 
 

 河原 伸行 執行役員 執行役員  

   エポキシ事業部長委嘱 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 
 

  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篠原常務執行役員 

   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 
   長に協力 長に協力 
 

  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 
    事業開発企画に関する事項につき五十嵐 
    常務執行役員を補佐 
 

  加藤 聖二 執行役員 執行役員 

   財務部長委嘱 総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、 
    ＩＴ企画推進、大阪支店に関する事項管掌 
 

  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  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 エポキシ事業部長委嘱 
  

 ※徳光
とくみつ

  明
あきら

  参与  執行役員 

  知的財産部長委嘱 総合研究所副所長委嘱 
    総合研究所研究企画部長委嘱 
  

 ※宮崎
みやざき

 崇
たか

輝
き

  参与 執行役員 

  コールケミカル事業部事業企画部長委嘱 コールケミカル事業部事業企画部長委嘱 
（注:※は新任） 
 
 



 
（４）2017年 6月 28日に就任する取締役候補者について 
 
    代表取締役  太田 克彦 

 

  取締役  林   岳志 

 

  ※取締役  篠原 一彰 

 

  ※取締役  加藤 聖二 
 
（注:※は新任） 
 
 
（５）2017年 6月 28日に就任する監査役候補者について 
 
  常任監査役     坂東  稔 
 
 
（６）2017年 6月 28日に就任する取締役候補者の業務分担・役職委嘱について 
 
 （現職）    （新 業務分担・役職委嘱） 
 

 太田 克彦  代表取締役社長  代表取締役社長 

        
  林  岳志  取締役副社長 取締役副社長 
     総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画 コールケミカル事業部長委嘱 
     推進、事業開発企画、大阪支店に関する 株式会社シーケム 代表取締役社長 
     事項管掌 総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、ＩＴ企画 
       推進を担当 
 

篠原 一彰 常務執行役員 取締役  
   機能材料事業部長委嘱 常務執行役員 
   新日化機能材製造株式会社 代表取締役社長 技術総括、環境安全、品質保証、知的財産、 
    プロセス技術に関する事項管掌 
 

 加藤 聖二 執行役員 取締役 

   財務部長委嘱 執行役員 
   総務、ＣＳＲ、経営企画、財務、 
   ＩＴ企画推進、大阪支店に関する事項管掌 
 
【参考】 
 
○ 執行役員の退任（2017年 3月 31日付）、特任顧問の選任（2017年 4月 1日付） 
 
       (現職)    （退任後の予定） 
 
  坂巻 義孝 執行役員   特任顧問 
    喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司 総経理 方大喜科墨(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 総経理 尼铁隆(江苏)炭黑有限公司に関する事項につき 
     コールケミカル事業部長を補佐 
        

  山﨑 博司 執行役員 特任顧問 

   九州製造所に関する特命事項担当 九州製造所に関する特命事項担当 
           ＩＯＴ推進担当 

 
○ 顧問の退任（2017年 3月 31日付） 
 
  松永 伸一 
 
  なお、松永伸一氏は、2017年 4月 1日付で嘱託（非常勤）となります。 



 
 
○ 参与の解任（2017年 3月 31日付）、顧問の選任（2017年 4月 1日付） 
 
       (現職)    （新 業務分担・役職委嘱） 
 

 樋口  裕 東洋スチレン株式会社 執行役員 顧問 

     東洋スチレン株式会社 執行役員 

 
 
○ 参与の異動（2017年 4月 1日付） 
 
   (現職)                 （新 業務分担・役職委嘱） 

 
 山本 敏浩 総合研究所研究企画部長委嘱 知的財産部長委嘱 
 
  下条 憲一 機能材料事業部事業企画部長委嘱 機能材料事業部副事業部長委嘱 
 
 
○ 参与の選任（2017年 4月 1日付） 

 

   (現職)                 （新 業務分担・役職委嘱） 
  

 川野 陽一 総合研究所炭素材料センター長 総合研究所炭素材料センター長委嘱 
 
 飯島  聡 総務部長 総務部長委嘱 
    事業開発企画に関する事項につき 
    五十嵐常務 執行役員を補佐 
 
 栗原 正樹 新日化カーボン株式会社 新日化カーボン株式会社 
  取締役 尼铁隆(江苏)炭黑有限公司 総経理 
 
 大谷 星郎 人事部長 化学品事業部事業企画部長委嘱 
 
 
○ 2017年 6月 28日付にて退任する取締役 
 
       (現職)    （退任後の予定） 
 
 勝山 憲夫 取締役相談役  相談役 
 
 
○ 2017年 6月 28日付にて退任する取締役、顧問の選任 
 
 
       (現職)    （退任後の予定） 
 
  菊池 淳一 取締役  顧問 
   常務執行役員 

   九州製造所長委嘱 

   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 

   エスエーカーボン株式会社 代表取締役社長 
 
 

※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    
 
 


