
平成２２年２月１日 

 

各 位 

 

会社名   荒川化学工業株式会社 

本社所在地 大阪市中央区平野町 1丁目 3番 7号 

代表者名  取締役社長  末村 長弘 

(コード番号 4968 東証第一部、大証第一部) 

問合せ先  取締役経営企画室長  谷奥 勝三 

ＴＥＬ(06)6209-8500(代表) 

 

機構改革および人事異動のお知らせ 
 

当社は、平成２２年４月１日をもって下記のとおり機構改革および人事異動をおこなうこととなりましたので

お知らせいたします。 

 

記 

１．機構改革（平成２２年４月１日付） 

機能材料事業部 研究開発部を研究開発第一部、研究開発第二部に分割する。 

 

２．人事異動 

１）取締役の委嘱の変更(平成２２年４月１日付予定※) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みたに いくひろ 

三谷 育洋 

取締役 

国際統轄部長 

取締役  

国際統轄部長  

兼 広西梧州荒川化学工業有限公司  

董事 総経理 

兼 梧州荒川化学工業有限公司 董事 総経理

 

２）執行役員の任命（留任を除く）(平成２２年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みよし ひろし 

三好 博 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第一部長 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第一部長 

なかやま まさゆき 

中山 正之 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第二部長 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第二部長 

ひぐち けいじ 

樋口 啓二 

執行役員 

生産統轄部 生産企画部長  

兼 生産統轄部 生産技術開発部長 

生産統轄部 生産企画部長  

兼 生産統轄部 生産技術開発部長 

おおたに たもつ 

大谷 有 
執行役員 

業務統轄部 総務部長 
業務統轄部 総務部長 

 

３）部門長等の人事異動(平成２２年２月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みやした やすとも 

宮下 泰知 
業務統轄部 経理部 部長付部長 常務取締役付 マネージャー 

 

 

 



４）部門長等の人事異動(平成２２年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

もりうち ふみお 

森内 文夫 

執行役員 

機能材料事業部長  

兼 機能材料事業部 研究開発第二部長 

兼 東京支店長 

執行役員 

機能材料事業部長  

兼 機能材料事業部 研究開発部長 

兼 東京支店長 

いなば まさや 

稲波 正也 
執行役員 

生産統轄部 資材部長 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

さんだ ひさなり 

三田 久成 監査室長 生産統轄部 資材部長 

よしだ  たかお 

吉田 孝男 監査室 室付部長 
執行役員 

監査室長 

もりおか ひろひこ 

森岡 浩彦 
製紙薬品事業部 副事業部長 

兼 製紙薬品事業部 営業部長 
製紙薬品事業部 営業部長 

とうだ たかやす 

當田 隆康 
製紙薬品事業部 副事業部長 

兼 製紙薬品事業部 国際部長 
製紙薬品事業部 国際部長 

すずき としひろ 

鈴木 敏浩 

製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 名古屋支店長 
名古屋支店長 

たちやしき すすむ 

立屋敷 晋 製紙薬品事業部 営業部 副部長 富士営業所長 

おかざき たくみ 

岡﨑 巧 
化成品事業部 研究開発部 副部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

化成品事業部 研究開発部  

グループリーダー 

いしもと つかさ 

石本 司 
機能材料事業部 副事業部長 

兼 機能材料事業部 営業部長 
機能材料事業部 営業部長 

つの  たかはる 

津野 隆治 機能材料事業部 研究開発第一部長 機能材料事業部 事業部付部長 

やの  ひろし 

矢野 裕史 

機能材料事業部 研究開発第二部 副部長 

兼 機能材料事業部 営業部 

グループリーダー 

機能材料事業部 営業部 

グループリーダー 

ずかわ かつひこ 

頭川 克彦 国際統轄部 統轄部長付部長 国際統轄部 マネージャー 

かとう たかし 

加藤 孝志 

国際統轄部 統轄部付部長 

兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 

執行役員 

国際統轄部 中国販社準備室長 

兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 

つのくま たかし 

角熊 隆司 

国際統轄部 統轄部付部長 

兼 香港荒川化学有限公司 董事 総経理 

兼 厦門荒川化学工業有限公司 董事 総経理

執行役員 

兼 香港荒川化学有限公司 董事 総経理 

兼 厦門荒川化学工業有限公司 董事 総経理

かみがき ひろゆき 

神垣 弘之 国際統轄部 統轄部付部長 生産統轄部 水島工場長 

まつたか すみお 

松高 純夫 生産統轄部 水島工場長 広西荒川化学工業有限公司 董事 総経理 

よしむら ひろふみ 

村 博文 富士営業所長 富士営業所 マネージャー 

りゅう とうばい 

劉  冬梅 

広西荒川化学工業有限公司  董事 総経理※

兼 広西梧州荒川化学工業有限公司  

董事 総経理※ 

兼 梧州荒川化学工業有限公司  

董事 総経理※ 

広西荒川化学工業有限公司  副董事長 

兼 広西梧州荒川化学工業有限公司  

副董事長 

兼 梧州荒川化学工業有限公司 副董事長 

※ 表中子会社人事にかかわる部分は内定であり、各子会社の董事会で正式に決定する予定です。 

以 上 


