
 

 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

2018 年 2 月 21 日 

 

 三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：倉井 敏磨）は、下記の通り役員の異動を行

う予定ですので、お知らせいたします。 

 

１．代表取締役の異動　（2018年4月1日予定）

（１）新任
（新） （現）

代表取締役 佐藤　康弘 取締役

（２）退任
（現） （退任後）

代表取締役 河　　邦雄 取締役

２．執行役員の異動　（2018年3月31日予定）

（１）退任
（現） （退任後）

専務執行役員 河　　邦雄

執行役員 久保田千春 菱東運輸倉庫株式会社　常務取締役　就任予定

執行役員 築地　永治 特別理事、菱江化学株式会社　常務取締役　就任
予定

執行役員 堀口　和秀

３．理事の異動　（2018年3月31日予定）

（１）退任
（現） （退任後）

理事 満田　信一 特別理事

  



 

 

 

 

４．執行役員の異動　（2018年4月1日予定）

（１）昇任
（新） （現）

専務執行役員 佐藤　康弘 常務執行役員
内部統制推進委員会委員長、コンプライ
アンス担当、リスク管理担当、内部監査
室・経営企画部・総務人事センター・広
報ＩＲ部担当

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担
当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・
総務人事センター・原料物流センター担当

常務執行役員 有吉　伸久 執行役員
内部統制推進委員会委員、財務経理セン
ター・情報システム部・原料物流セン
ター担当

特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

（２）新任
（新） （現）

執行役員 柿木　良一
MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA,
INC. 社長

機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

執行役員 木暮　直毅
機能化学品カンパニー鹿島工場長 機能化学品カンパニー企画開発部長

執行役員 川端　嗣二
芳香族化学品カンパニー水島工場長 芳香族化学品カンパニー水島工場長 兼 芳香族化

学品カンパニー水島工場管理部長 兼 財務経理セ
ンター経理グループ主管

執行役員 白井　一志
特殊機能材カンパニー企画開発部長 特殊機能材カンパニー企画開発部長

５．取締役の異動　（2018年6月26日予定）

（１）新任
（新） （現）

取締役 有吉　伸久

（２）退任
（現） （退任後）

取締役 河　　邦雄 監査役

６．監査役の異動　（2018年6月26日予定）

（１）新任
（新） （現）

監査役 河　　邦雄 取締役

（２）退任
（現） （退任後）

監査役 渡邉　哲志 特別理事

 

 

以上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 広報IR部 TEL：03-3283-5041  



（参考）役員の役職および委嘱業務は以下のとおりになります。（2018年4月1日予定）

代表取締役 会　　　　長 酒井　和夫

代表取締役 社　　　　長 倉井　敏磨

代表取締役 専務執行役員 稲政　顕次 内部統制推進委員会委員、生産技術部・環境安全部・事業戦略室担当、
事業戦略室長

代表取締役
（昇任）

専務執行役員
（昇任）

佐藤　康弘 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、
内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報ＩＲ部担当

取締役 常務執行役員 城野　正博 特殊機能材カンパニープレジデント

取締役 常務執行役員 藤井　政志 ＬＮＧ事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニー
プレジデント、天然ガス系化学品カンパニーエネルギー資源部長

取締役 常務執行役員 吉田　　晋 機能化学品カンパニープレジデント

取締役 常務執行役員 水上　政道 コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

取締役 常務執行役員 稲荷　雅人 芳香族化学品カンパニープレジデント

取締役 河　　邦雄

取締役 谷川　和生 （社外）

取締役 佐藤　次雄 （社外）

常務執行役員
（昇任）

有吉　伸久 内部統制推進委員会委員、財務経理センター・情報システム部・原料物
流センター担当

執行役員 高木　俊哉 天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

執行役員 平本　欣司 芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長

執行役員 藤井　弘也 機能化学品カンパニー四日市工場長

執行役員 大久保知彦 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長、天然ガス系化学品カンパ
ニー化成品事業部事業推進グループマネージャー

執行役員 太田　貴夫 MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

執行役員 大塚　裕之 東京テクノパーク所長、機能化学品カンパニー東京研究所長

執行役員 加藤　賢治 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

執行役員 茅野　義弘 新規事業開発部長、事業戦略室副室長

執行役員 長岡　成之 経営企画部長

執行役員 寺岡　康郎 機能化学品カンパニー合成樹脂事業部長

執行役員
（新任）

柿木　良一 MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA, INC. 社長

執行役員
（新任）

木暮　直毅 機能化学品カンパニー鹿島工場長

執行役員
（新任）

川端　嗣二 芳香族化学品カンパニー水島工場長

執行役員
（新任）

白井　一志 特殊機能材カンパニー企画開発部長

監査役 木村　高志 （常勤・社外）
監査役 渡邉　哲志 （常勤）
監査役 杉田　克彦 （常勤）
監査役 松山　保臣 （非常勤・社外）



（参考）役員の役職および委嘱業務は以下のとおりになります。（2018年6月26日予定）

代表取締役 会　　　　長 酒井　和夫

代表取締役 社　　　　長 倉井　敏磨

代表取締役 専務執行役員 稲政　顕次 内部統制推進委員会委員、生産技術部・環境安全部・事業戦略室担当、
事業戦略室長

代表取締役 専務執行役員 佐藤　康弘 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、
内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報ＩＲ部担当

取締役 常務執行役員 城野　正博 特殊機能材カンパニープレジデント

取締役 常務執行役員 藤井　政志 ＬＮＧ事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニー
プレジデント、天然ガス系化学品カンパニーエネルギー資源部長

取締役 常務執行役員 吉田　　晋 機能化学品カンパニープレジデント

取締役 常務執行役員 水上　政道 コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

取締役 常務執行役員 稲荷　雅人 芳香族化学品カンパニープレジデント

取締役
（新任）

常務執行役員 有吉　伸久 内部統制推進委員会委員、財務経理センター・情報システム部・原料物
流センター担当

取締役 谷川　和生 （社外）

取締役 佐藤　次雄 （社外）

執行役員 高木　俊哉 天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

執行役員 平本　欣司 芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長

執行役員 藤井　弘也 機能化学品カンパニー四日市工場長

執行役員 大久保知彦 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長、天然ガス系化学品カンパ
ニー化成品事業部事業推進グループマネージャー

執行役員 太田　貴夫 MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

執行役員 大塚　裕之 東京テクノパーク所長、機能化学品カンパニー東京研究所長

執行役員 加藤　賢治 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

執行役員 茅野　義弘 新規事業開発部長、事業戦略室副室長

執行役員 長岡　成之 経営企画部長

執行役員 寺岡　康郎 機能化学品カンパニー合成樹脂事業部長

執行役員 柿木　良一 MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA, INC. 社長

執行役員 木暮　直毅 機能化学品カンパニー鹿島工場長

執行役員 川端　嗣二 芳香族化学品カンパニー水島工場長

執行役員 白井　一志 特殊機能材カンパニー企画開発部長

監査役 木村　高志 （常勤・社外）
監査役 杉田　克彦 （常勤）
監査役
（新任）

河　　邦雄 （常勤）

監査役 松山　保臣 （非常勤・社外）

 


