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2020 年 2 月 19 日 

三菱ガス化学株式会社 

組織改定および役員の異動に関するお知らせ 

 

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：藤井 政志）は、下記の通り組織

改定と役員の異動を行う予定ですのでお知らせいたします。 

 

Ⅰ 概要 

 

当社はグループビジョン『社会と分かち合える価値の創造』の下、中期経営計画『MGC 

Advance2020』では５つの施策を掲げ、成長戦略を推進しております。 

とりわけ、『新規事業の創出と育成』、『最適な事業ポートフォリオに向けた投資戦略の実

行』、『グループ一体となった経営の推進』といった施策をこれまで以上に迅速・強力に推進

していくために、当社は 2020 年 4 月 1 日付で組織改定および役員の異動を行うことといた

しました。 

具体的には、事業部門、管理部門ともに、全体最適を志向した大くくりの組織に見直しま

す。これにより、持てる人的資源の能力をより柔軟に引き出しつつ、これまで以上にお客様

や市場のニーズに的確・迅速に応えられる体制を速やかに構築し、社会的責任を果たし企業

としての持続的成長につながる価値の創造にまい進してまいります。また、『社会と分かち

合える価値の創造』の基盤となる内部統制関連の機能アップにも取り組むことに致しました

ので併せてご報告致します。 

 

Ⅱ 組織改定 

 

１．コーポレート機能の整理 

 

①経営施策の実効性を高め、ステークホルダーとの対話・ガバナンス強化・ＣＳＲ経営の

推進等をより効率的に行うため、現在のセンター・部を機能別に「経営企画部門」、「研

究統括部門」、「経営管理部門」、「環境・生産統括部門」に整理し、効率化と機能アップ

を図ります。 

 

②全社の研究者を従来の４カンパニーから研究統括部門の下に結集させ、既存事業の維

持・拡大と新規事業の創出・育成に向けて総力を挙げた研究開発活動を展開します。 

 

③従来独立した組織としていたＣＳＲ推進室は、新設する経営企画担当部門のＣＳＲ・

ＩＲ部内におき、マテリアリティ・マネジメント等を通じて経済的価値と社会価値の

両立に取り組みます。  
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２．事業部門の統合 

 

事業特性、投資規模やスピードの違いに着目し、現行の４カンパニーを「原料インテグレ

ーション」と「マーケット・オリエンテッド」の観点から２つの事業単位、「基礎化学品事

業部門」、「機能化学品事業部門」に統合します。 

 

事業単位の統合により、より柔軟かつ機動的な投資の促進や事業間シナジーの創出が可

能な体制とし、ポートフォリオマネジメントの強化を図ってまいります。なお、本年３月末

に大阪支店を廃止しサテライト型の体制とするなど営業効率の改善も進めてまいります。 

 

３．内部統制関連委員会の再編 

 

当社の企業行動の支柱として、これまで内部統制関連三委員会(内部統制推進委員会、リ

スク管理委員会、コンプライアンス委員会)を運営してきましたが、それぞれの活動が定着

する中、時代の変化とともに機能面で整理・レベルアップの必要性が高まってきました。 

 

今般、リスク管理の観点を取り入れ内部統制の維持・強化を図る「内部統制リスク管理委

員会」と、企業としての社会的責任を強く認識し公正で透明・自由な事業活動の基盤を守る

「コンプライアンス委員会」に再編することに致しました。 

 

〔現  行〕       〔2020 年 4 月 1 日以降〕 
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Ⅲ 役員の異動 

 

 

  

１．執行役員の異動　（２０２０年３月３１日予定）

（１）退任
（現） （退任後）

専務執行役員 水上　政道 取締役（継続）

常務執行役員 城野　正博 取締役（継続）

常務執行役員 大塚　裕之 取締役（継続）
ＭＧＣトレーディング（株）代表取締役社長
就任予定

執行役員 柿木　良一 （株）東京商会代表取締役社長　就任予定

２．執行役員の異動　（２０２０年４月１日予定）

（１）昇任
（新） （現）
無し

（２）新任
（新） （現）

常務執行役員 香坂　靖
機能化学品事業部門担当 三菱エンジニアリングプラスチックス（株）

代表取締役社長

執行役員 木浦　智之
経営管理部門財務経理部長、経営管理部門財
務経理部財務グループマネージャー

天然ガス系化学品カンパニー管理部長兼天然
ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

執行役員 島　　義和
研究統括部門研究推進部長 研究推進部長

執行役員 伊佐早禎則
経営企画部門経営企画部副部長、経営企画部
門経営企画部企画審査グループマネージャー

機能化学品カンパニー東京研究所長

執行役員 山口　良三
経営管理部門総務人事部長、経営管理部門総
務人事部ＱＯＬイノベーションセンター白河
所長

総務人事センター長

３．代表取締役の異動　（２０２０年４月１日予定）

（１）新任
（新） （現）
無し

（２）退任
（現） （退任後）

代表取締役 水上　政道 取締役
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〈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。
（２０２０年４月１日予定）

代表取締役 会　　　　長 倉井　敏磨

代表取締役 社　　　　長 藤井　政志

取締役 常務執行役員 稲荷　雅人 内部監査室・環境・生産統括部門担当

取締役 常務執行役員 有吉　伸久 内部統制リスク管理担当、経営管理部門担当

取締役 常務執行役員 大久保　知彦 ＬＮＧ事業検討プロジェクトチーム担当、基礎化学品事業部門担当

取締役 常務執行役員 加藤　賢治 研究統括部門担当

取締役 水上　政道

取締役 城野　正博

取締役 大塚　裕之

取締役 谷川　和生 （社外）

取締役 佐藤　次雄 （社外）

常務執行役員 長岡　成之 コンプライアンス担当、経営企画部門担当

常務執行役員
（新任）

香坂　靖 機能化学品事業部門担当

執行役員 太田　貴夫 基礎化学品事業部門ライフサイエンス部長

執行役員 茅野　義弘 研究統括部門新規事業開発部長

執行役員 寺岡　康郎 機能化学品事業部門合成樹脂事業部長

執行役員 木暮　直毅 機能化学品事業部門鹿島工場長

執行役員 川端　嗣二 環境・生産統括部門生産技術部長

執行役員 白井　一志 研究統括部門副担当

執行役員 北川　元康 経営企画部門経営企画部長

執行役員 宮本　隆行 基礎化学品事業部門化成品事業部長

執行役員 毛戸　耕 基礎化学品事業部門水島工場長

執行役員 岩井　辰雄 機能化学品事業部門四日市工場長

執行役員
（新任）

木浦　智之 経営管理部門財務経理部長、経営管理部門財務経理部財務グループマ
ネージャー

執行役員
（新任）

島　　義和 研究統括部門研究推進部長

執行役員
（新任）

伊佐早　禎則 経営企画部門経営企画部副部長、経営企画部門経営企画部企画審査グ
ループマネージャー

執行役員
（新任）

山口　良三 経営管理部門総務人事部長、経営管理部門総務人事部ＱＯＬイノベー
ションセンター白河所長

監査役 木村　高志 （常勤・社外）
監査役 杉田　克彦 （常勤）
監査役 河　　邦雄 （常勤）
監査役 松山　保臣 （非常勤・社外）
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【別紙】2020年4月1日付組織図

委員会等
(内部統制関連)
内部統制リスク管理委員会
コンプライアンス委員会

ＬＮＧ事業検討プロジェクトチーム

通常の組織 ↓部相当以上の組織 ↓（　）外は事業所

（独　立　組　織） 内部監査室 （監査グループ）
（Ｊ－ＳＯＸグループ）

経営企画部門 経営企画部 （企画審査グループ）
（経営推進グループ）
（事業戦略グループ）

ＣＳＲ・ＩＲ部 （ＣＳＲ推進室）
（ＩＲグループ）

研究統括部門 研究推進部 （研究推進グループ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京研究所

新潟研究所
平塚研究所
（知的財産グループ）
（分析グループ）

新規事業開発部 （事業戦略グループ）
（事業開発グループ）

経営管理部門 総務人事部 （総務グループ）
（広報グループ）
（秘書室）
（人事グループ）
ＱＯＬイノベーションセンター白河
（上海事務所）
（台湾事務所）

財務経理部 （財務グループ）
（経理グループ）

情報システム部

環境・生産統括部門 環境安全品質保証部 （環境安全グループ）
（品質保証・化学品管理グループ）

生産技術部 （設備技術グループ）
（プロセス技術グループ）
（施設調達グループ）

原料物流部 （原料グループ）
（物流グループ）

基礎化学品事業部門 化成品事業部 （営業グループ）
（事業推進グループ）
（メタノール技術グループ）

有機化学品事業部 （営業第一グループ）
（営業第二グループ）

芳香族化学品事業部 （営業第一グループ）
（営業第二グループ）

エネルギー資源部

ライフサイエンス部

企画開発部
事業管理部
新潟工場

水島工場

機能化学品事業部門 無機化学品事業部 （基礎化学品グループ）
（機能化学品グループ）
（ＨＬ－Ｔプロジェクト班）
（エレクトロニック ケミカルズＲ＆Ｄグループ）

合成樹脂事業部 （基礎製品第一グループ）
（基礎製品第二グループ）
（機能製品グループ）
（シート・フィルム開発グループ）

光学材料事業部 （開発営業グループ）
電子材料事業部 （営業グループ）

（品質保証グループ）
（事業推進グループ）

脱酸素剤事業部 （営業グループ）
（品質保証グループ）
（業務グループ）

企画開発部 （無機材料グループ）
（光学材料グループ）
（機能性ポリマーグループ）
（電子材料グループ）
（脱酸素剤グループ）

事業管理部
四日市工場
鹿島工場
山北工場
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三菱ガス化学株式会社 広報 IR 部 

TEL：03-3283-5040 https://www.mgc.co.jp 

以 上 

2020年2月1日付組織図（現行）

委員会等 (内部統制関連)

内部統制推進委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ＬＮＧ事業検討プロジェクトチーム

通常の組織 ↓部相当以上の組織

（　独　立　組　織） 内部監査室 (監査グループ)

(Ｊ－ＳＯＸグループ)

（　独　立　組　織） ＣＳＲ推進室

経営企画部 (企画審査グループ)

(経営推進グループ)

財務経理センター (財務グループ)

(経理グループ)

情報システム部

総務人事センター (総務グループ)

(秘書室)

(人事グループ)

(大阪支店)

(上海事務所)

コーポレート部門 (台湾事務所)

広報ＩＲ部

研究推進部 (研究推進グループ)

(知的財産グループ)

      　  ＭＧＣ分析センター 　　(管理グループ)

生産技術部 (施設調達グループ)

(設備技術グループ)

(プロセス技術グループ)

環境安全品質保証部 (環境安全グループ)

(品質保証・化学品管理グループ)

原料物流センター (原料グループ)

(物流グループ)

東京テクノパーク (管理センター)

新規事業開発部 (事業戦略グループ)

(事業開発グループ)

(新規事業研究センター)

事業戦略室

ＱＯＬイノベーションセンター白河 (管理部)

天然ガス系化学品カンパニー 管理部

企画開発部

化成品事業部 (営業グループ)

(事業推進グループ)

(メタノール技術グループ)

有機化学品事業部 (営業第一グループ)

(営業第二グループ)

エネルギー資源部

ライフサイエンス部

新潟工場

新潟研究所

(バイオテクノロジー研究開発センター)

芳香族化学品カンパニー 管理部

企画開発部

芳香族第一事業部 (営業グループ)

カンパニー部門 芳香族第二事業部 (営業グループ)

事業組織 水島工場

平塚研究所

機能化学品カンパニー 管理部

企画開発部 (無機材料グループ)

(光学材料グループ)

(機能性ポリマーグループ)

無機化学品事業部 (基礎化学品グループ)

(機能化学品グループ)

(ＨＬ－Ｔプロジェクト班)

合成樹脂事業部 (基礎製品第一グループ)

(基礎製品第二グループ)

(機能製品グループ)

光学材料事業部 (開発営業グループ)

四日市工場

山北工場

鹿島工場

東京研究所

(エレクトロニック ケミカルズＲ＆Ｄセンター)

(シート・フィルム東京開発センター)

特殊機能材カンパニー 管理部

企画開発部 (電子材料グループ)

(脱酸素剤グループ)

(先進機能材料グループ)

(研究開発センター)

電子材料事業部 (営業グループ)

(品質保証グループ)

(事業推進グループ)

脱酸素剤事業部 (営業グループ)

(品質保証グループ)

(業務グループ)

事業部門を支援し全社

横断的に統制

https://www.mgc.co.jp/

