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機構改革および人事異動のお知らせ 
 

当社は、平成２４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 

当社は次のとおり機構改革をおこないます｡ 

  ①生産統轄部から資材部を分離し、資材戦略部として新設する。 

  ②機能材料事業部、光電子材料事業部を統合し、電子材料事業部とする。電子材料事業部の下に、営業部およ

び研究開発第一部、研究開発第二部を置く。 

 

２．人事異動 

１）取締役の管掌・委嘱・担当の変更(平成２４年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

なかお みつよし 

中尾 光良 
常務取締役 

社長特命事項担当 

常務取締役  

企画管掌 兼 

広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長 

まつもと けいぞう 

松本 圭三 

常務取締役 

企画管掌 

常務取締役 

事業管掌 

たにおく しょうぞう 

谷奥 勝三 

常務取締役 

事業管掌 兼 化成品事業部長 

常務取締役 

国際管掌 兼 資材管掌  

兼 経営企画室長 

まなべ よしてる 

眞鍋 好輝 

常務取締役 

開発管掌 兼 国際管掌 

常務取締役 

開発管掌 

みたに いくひろ 

三谷 育洋 

取締役 

海外事業担当  

取締役 

国際統轄部長  

兼 荒川ケミカル（米国）社 取締役社長 

たつみ じゅんいち 

辰巳 純一 

取締役  

中国代表 兼 

広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長（※）

取締役 

化成品事業部長 

うね   たかし 

宇根 高司 

取締役 

経営企画室長 兼 資材担当 

取締役 

ペルノックス株式会社 取締役社長 

 
 



２）執行役員の任命（留任を除く）(平成２４年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

いしもと つかさ 

石本 司 

執行役員 

電子材料事業部 副事業部長 

兼 電子材料事業部 営業部長 

機能材料事業部長 

兼 機能材料事業部 営業部長 

ずかわ かつひこ 

頭川 克彦 
執行役員 

国際統轄部長 
国際統轄部 副統轄部長 

みやした やすとも 

宮下 泰知 
執行役員 

業務統轄部 経理部長 
業務統轄部 経理部長 

 

３）部門長等の人事異動(平成２４年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

もとき  よしひろ 

本木 啓博 
執行役員 

電子材料事業部長 

執行役員 

光電子材料事業部長  

兼 光電子材料事業部 営業部長 

いなば まさや 

稲波 正也 
執行役員 

ペルノックス株式会社 取締役社長（※） 

執行役員 

生産統轄部 資材部長 

ほのき ゆういち 

厚朴 裕一 
経営企画室 室付部長 荒川ヨーロッパ社 社長付 

たかぎ のぶゆき 

高木 信之 資材戦略部長 経営企画室 マネージャー 

とうだ たかやす 

當田 隆康 製紙薬品事業部 副事業部長 
製紙薬品事業部 副事業部長 

兼 製紙薬品事業部 国際部長 

よしむら ひろふみ 

村 博文 
製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 富士営業所長 
富士営業所長 

なつはら えいすけ 

夏原 英介 
製紙薬品事業部 国際部長 

兼 製紙薬品事業部 研究開発部長 
化成品事業部 研究開発部長 

うの  しんいち 

宇野 愼一 
製紙薬品事業部 研究開発部 副部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

製紙薬品事業部  

研究開発部 グループリーダー 

たきした まさゆき 

瀧下 雅之 

製紙薬品事業部 研究開発部 副部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 
製紙薬品事業部 国際部 マネージャー 

まつもと みつひろ 

松本 充弘 
化成品事業部 営業第一部 副部長 

兼 営業第一部 東京営業課長 
化成品事業部 営業第一部 東京営業課長 

みた  たいぞう 

三田 泰蔵 
化成品事業部 国際部長 兼  

荒川ケミカル（米国）社 取締役社長（※）
化成品事業部 国際部長 

おかざき たくみ 

岡﨑 巧 
化成品事業部 研究開発部長 

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 副部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

いまい としゆき 

今井 敏之 
電子材料事業部 副事業部長 

兼 電子材料事業部 研究開発第一部長 

光電子材料事業部 副事業部長 

兼 光電子材料事業部 研究開発部長 

かしわぎ  そういち 

柏木 宗逸 
電子材料事業部 事業部付部長 光電子材料事業部 事業部付部長 

 まえの じゅんいち 

前野 純一 電子材料事業部 営業部 部付部長 機能材料事業部 営業部 部付部長 



ますなり かいち  

増成 嘉一 電子材料事業部 営業部 副部長 
機能材料事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 グループリーダー 

やの  ひろし 

矢野 裕史 電子材料事業部 営業部 副部長 

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 

さわだ ひろし 

澤田 浩 
電子材料事業部 研究開発第一部 副部長 

兼 研究開発第一部 グループリーダー 

光電子材料事業部 研究開発部 

グループリーダー 

つの  たかはる 

津野 隆治 電子材料事業部 研究開発第二部長 機能材料事業部 研究開発第一部長 

ながの ひとし 

長野 仁 
国際統轄部 統轄部付部長 生産統轄部 富士工場長 

なかじま まさと 

中島 正人 国際統轄部 統轄部付部長 南通荒川化学工業有限公司 董事 総経理 

たなか としゆき 

田中 敏行 生産統轄部 生産技術開発部 副部長 生産統轄部 生産技術開発部 マネージャー

よざ  よしあき 

與座 嘉昭 生産統轄部 大阪工場長 生産統轄部 小名浜工場 製造第一課長 

ひがしの てつじ 

東野 哲二 生産統轄部 富士工場長 生産統轄部 大阪工場長 

いしい けんじ 

石井 賢二 生産統轄部 釧路工場長 生産統轄部 大阪工場 製造第二課長 

かじはら よういち 

梶原 洋一 
南通荒川化学工業有限公司  

董事 総経理（※） 
製紙薬品事業部 研究開発部長 

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

以 上 


